
入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 繊維・寝具 白衣 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 繊維・寝具 寝具 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 室内装飾品 じゅうたん 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 室内装飾品 カーテン 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 室内装飾品 ブラインド 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 リース 寝具・オムツ 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 リース 電気・通信機器 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 リース 植木・鉢物 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 リース その他 什器 県外

アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 森山　典明 その他物品 選挙備品 県外

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 不用品買受 金属くず 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 不用品買受 資源物 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）アースプロテクト 東京都江戸川区東小岩三丁目２２番９号 佐藤　友一 薬品 工業薬品 県外

（株）アースプロテクト 東京都江戸川区東小岩三丁目２２番９号 佐藤　友一 薬品 水道用薬品 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 リース 電算機 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 リース 電気・通信機器 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 リース 自動車・船舶 県外

アーティサン（株） 東京都調布市布田４ー５ー１藍澤調布ビル６Ｆ 小山　才喜 通信機・家電 無線機器 県外

アート引越センター（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 寺田　政登 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

アート引越センター（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 寺田　政登 通信機・家電 家電製品 県外

アート引越センター（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 寺田　政登 通信機・家電 照明器具 県外

アート引越センター（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 寺田　政登 通信機・家電 空調機器 県外

アーバンエナジー（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 小林　厚 燃料・電力 電力 県外

（株）アールイーナンバー 大網白里市南飯塚４４０番８号 柿沼　浩史 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）アールイーナンバー 大網白里市南飯塚４４０番８号 柿沼　浩史 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）アールイーナンバー 大網白里市南飯塚４４０番８号 柿沼　浩史 リース 電気・通信機器 県内

（株）アールイーナンバー 大網白里市南飯塚４４０番８号 柿沼　浩史 看板・模型 看板 県内

（株）アールイーナンバー 大網白里市南飯塚４４０番８号 柿沼　浩史 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ＲＳコネクト 東京都文京区湯島三丁目２６番１１号 鈴木　達雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＲＳコネクト 東京都文京区湯島三丁目２６番１１号 鈴木　達雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＲＳコネクト 東京都文京区湯島三丁目２６番１１号 鈴木　達雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＲＳコネクト 東京都文京区湯島三丁目２６番１１号 鈴木　達雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＲＳコネクト 東京都文京区湯島三丁目２６番１１号 鈴木　達雄 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 リース 電算機 県外
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（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ＩＳＴソフトウェア 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 染谷　光四郎 リース 電気・通信機器 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 産業用機器及び資材 その他 券売機、両替機、硬貨計数機、紙幣計数機等 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 リース 電算機 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 リース 電気・通信機器 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 リース その他 券売機、レジスター、両替機、給食予約システム、入退場システム、駐輪場システム、窓口システム等 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 その他物品 その他 セルフ決済端末、カード販売機、汎用自販機、給食予約システム、入退場システム、駐輪場システム、窓口システム等 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 通信機・家電 その他 給食予約システム、入退場システム、駐輪場システム、管理システム、窓口システム等 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）アイタック 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 高島　敏直 文具・事務機器 その他 券売機用ロール紙、レジロール紙、サーマルロール紙、入場券、駐輪券等 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 水道・ガス用資材 ガスメーター 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 水道・ガス用資材 その他 流量計 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 理化学機器 その他 水位計、水質計、その他計測機器 県外

ＩＴＳトレーディング（株） 東京都江東区塩浜一丁目４番３３‐７３８号 竹中　将司 薬品 工業薬品 県内

ＩＴＳトレーディング（株） 東京都江東区塩浜一丁目４番３３‐７３８号 竹中　将司 薬品 水道用薬品 県内

ＩＴＳトレーディング（株） 東京都江東区塩浜一丁目４番３３‐７３８号 竹中　将司 薬品 その他 次亜塩素酸ソーダ　高分子凝集剤　ポリ硫酸第二鉄　消石灰等 県内

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 産業用機器及び資材 電動工具 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 産業用機器及び資材 その他 ポンプ、電動弁等 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 薬品 工業薬品 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 薬品 水道用薬品 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 水道・ガス用資材 バルブ 県内

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 日用雑貨・金物 その他 昆虫類捕獲器、ヤマビル用薬剤、スズメバチ用スプレー剤 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 その他物品 その他 中性紙保存用品、昆虫類捕獲器、防虫剤等 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 日用雑貨・金物 その他 ゴミ枠　カラスネット 県外

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 その他物品 ごみ処理装置 県外

（株）アイベックス 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 松本　好明 その他物品 その他 カラスネット　ゴミ枠 県外

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 通信機・家電 家電製品 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 通信機・家電 照明器具 県外
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アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 通信機・家電 空調機器 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 通信機・家電 その他 ＡＩサーマルカメラ 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 土木・建築用機器及び資材 その他 人工芝 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 消防・保安用品 非常食 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 家具・什器 木製家具・什器 県外

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 大山　晃弘 文具・事務機器 事務機器 県外

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 家具・什器 木製家具・什器 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 家具・什器 特注家具 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 通信機・家電 家電製品 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 通信機・家電 照明器具 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 通信機・家電 空調機器 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 文具・事務機器 事務機器 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 室内装飾品 じゅうたん 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 室内装飾品 カーテン 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 室内装飾品 建具 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 繊維・寝具 寝具 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 消防・保安用品 非常食 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 消防・保安用品 防犯用品 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 消防・保安用品 防災用品 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 その他物品 食品関係 県内

アイリスチトセ（株） 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 大山　富生 その他物品 ダンボール 県内

アオイ環境（株） 東京都港区三田二丁目１７番２９号 吉田　悟 消防・保安用品 防災用品 県外

アオイ環境（株） 東京都港区三田二丁目１７番２９号 吉田　悟 その他物品 その他 水害対策用水嚢（ＡＱＵＡＤＡＭ） 県外

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 その他物品 食品関係 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 日用雑貨・金物 荒物 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 薬品 工業薬品 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 薬品 水道用薬品 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 消防・保安用品 消火器 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 消防・保安用品 非常食 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 金属くず 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 機械 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 自動車 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 自転車 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 不用品買受 資源物 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 その他物品 ごみ処理装置 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 その他物品 ダンボール 県外

（株）青木 埼玉県入間郡三芳町大字上富１９９６番地１ 青木　慶将 その他物品 葬儀用品 県外

（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 金属くず 県外

（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 紙・繊維くず 県外
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（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 機械 県外

（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 自動車 県外

（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 自転車 県外

（株）青木商店 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 青木　慶将 不用品買受 資源物 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 避難器具 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 災害救助機器 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 非常食 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 警察用品 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 防犯用品 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 消防・保安用品 防災用品 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 帽子 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 白衣 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 寝具 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 繊維・寝具 天幕 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 革靴 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 病院用シューズ 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 手袋 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 雨衣 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 靴・革製品 皮革製品 県外

赤城工業（株） 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 須永　照重 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 文具・事務機器 文房具 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 医療用機器・衛生材料 その他 マスク等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 電算機・電算用品 その他 印刷用紙等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 リース 医療機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 リース その他 自動体外式除細動器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 印刷・製本 その他 封筒、印刷用紙等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 書籍・教材 理科実験機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 帽子 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 白衣 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 寝具 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内
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（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 繊維・寝具 天幕 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 薬品 検査試薬 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 薬品 防疫剤 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 薬品 その他 アルコール製剤等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 非常食 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房・浴槽用洗剤等 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 靴・革製品 革靴 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 靴・革製品 手袋 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 靴・革製品 雨衣 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 通信機・家電 家電製品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 通信機・家電 照明器具 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 燃料・電力 木炭・石炭 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 燃料・電力 電力 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 運動用品 運動用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 運動用品 レジャー用品 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 その他物品 食品関係 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 その他物品 ダンボール 県内

（株）秋葉商店 茂原市小林１９７８番地２９ 秋葉　宗一郎 その他物品 葬儀用品 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 産業用機器及び資材 電動工具 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 産業用機器及び資材 その他 発電機、水処理機器、太陽光発電機、汎用ポンプ、特殊ポンプ 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 リース 電算機 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 リース 電気・通信機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 リース その他 入退室管理セキュリティシステム、電気・機械機器、発電機、空調機、産業用電気機械機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 理化学機器 液体分析機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 理化学機器 化学分析機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 理化学機器 電気計測器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 電話交換機 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 放送機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 無線機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 家電製品 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 照明器具 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 空調機器 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 通信機・家電 その他 井戸ポンプ 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 消防・保安用品 防犯用品 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 看板・模型 看板 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 看板・模型 標識 県内

（株）アクティー 野田市木間ケ瀬４９８１番地 吉田　裕二 薬品 工業薬品 県内

（株）アクティー 野田市木間ケ瀬４９８１番地 吉田　裕二 薬品 水道用薬品 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 リース 自動車・船舶 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 リース 仮設建物 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 リース その他 仮設ハウス、仮設トイレ、建設用機材全般他 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 土木・建築用機器及び資材 その他 発電機、水中ポンプ、コンプレッサー、重機、小型機械全般他 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 産業用機器及び資材 その他 電動工具全般、溶接機全般他 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 車両 乗用車 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 車両 軽自動車 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 車両 特殊車 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 車両 その他 ライトバン、軽トラック、トラック、クレーン付トラック、ダンプ等 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 消防・保安用品 消火器 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）アクティオ 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 小沼　直人 消防・保安用品 その他 エンジンカッター、非常用発電機、投光機等 県内

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道・ガス用資材 バルブ 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道・ガス用資材 水道管 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道・ガス用資材 パイプ 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 薬品 検査試薬 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 薬品 工業薬品 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 薬品 水道用薬品 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 木材 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 セメント 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 通信機・家電 空調機器 県外
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入札参加資格者名簿（物品）
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アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 産業用機器及び資材 木工用機械 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 産業用機器及び資材 電動工具 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 理化学機器 化学分析機器 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 理化学機器 電気計測器 県外

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 印刷・製本 地図印刷 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 通信機・家電 照明器具 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 看板・模型 標識 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 リース 電算機 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 リース 電気・通信機器 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 リース その他 防犯灯、街路灯、道路灯 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 消防・保安用品 非常食 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 消防・保安用品 防犯用品 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）アクロスペイラ 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 須田　誠 リース 電算機 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 リース 電算機 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 印刷・製本 電子出版 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 書籍・教材 書籍 県外

（株）アクロホールディングス 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 小野　賀津雄 書籍・教材 教育機器 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 日用雑貨・金物 金物 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 日用雑貨・金物 食器 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 日用雑貨・金物 荒物 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 靴・革製品 病院用シューズ 県外

旭（株） 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 光山　卓也 靴・革製品 手袋 県外

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 印刷・製本 オフセット印刷 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 印刷・製本 地図印刷 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 船舶・航空機 ヘリコプター 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 リース 電算機 県内

朝日テック（株） 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 中西　克己 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

朝日テック（株） 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 中西　克己 その他物品 その他 バグフィルター用ろ布 県外

朝日テック（株） 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 中西　克己 産業用機器及び資材 その他 空調用エアフィルター 県外

朝日テック（株） 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 中西　克己 薬品 工業薬品 県外

アサヒプリテック（株） 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 中西　広幸 不用品買受 その他 貴金属スクラップ 県外

アサヒプリテック（株） 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 中西　広幸 その他物品 その他 歯科撤去等 県外

（株）朝日プリンテック 東京都中央区築地５丁目３番２号 尾形　俊三 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）朝日プリンテック 東京都中央区築地５丁目３番２号 尾形　俊三 印刷・製本 オフセット印刷 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 消火器 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 避難器具 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 災害救助機器 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 非常食 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 警察用品 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 防犯用品 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 防災用品 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防・保安用品 その他 火災報知器 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 産業用機器及び資材 その他 直流電源装置 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 その他物品 その他 蓄電池 県外

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 オフセット印刷 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 フォーム印刷 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 活版印刷 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 地図印刷 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 印刷・製本 電子出版 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 書籍・教材 書籍 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 書籍・教材 地図 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 書籍・教材 教材 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 看板・模型 看板 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 看板・模型 掲示板・標示板 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 看板・模型 模型・展示品 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 電算機・電算用品 その他 業務アプリケーションソフト 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 リース 電算機 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 リース その他 パッケージソフトウェア・業務アプリケーションソフト 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 看板・模型 看板 県内
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 看板・模型 掲示板・標示板 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 看板・模型 標識 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 通信機・家電 照明器具 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 日用雑貨・金物 工具 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 日用雑貨・金物 塗料 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 消防・保安用品 防犯用品 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 消防・保安用品 防災用品 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 その他物品 遊具 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 その他物品 その他 舞台美術 県内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 印刷・製本 地図印刷 市内

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 車両 乗用車 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 車両 軽自動車 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 車両 バス 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 車両 特殊車 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 車両 特種用途自動車 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 消防・保安用品 消火器 県外

飛鳥特装（株） 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 川野　繁 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 書籍・教材 地図 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 書籍・教材 その他 複写サービス 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 記念品・贈答品 その他 複写サービス 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 写真機 フィルム 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 写真機 その他 複写サービス 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 電算機・電算用品 その他 複写サービス 県外

アスプレス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号 米谷　成一 その他物品 その他 複写サービス 県外

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 通信機・家電 空調機器 県内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 産業用機器及び資材 その他 計測・制御機器 県内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 その他物品 その他 計測・制御機器 県内

アズビル金門（株） 東京都豊島区北大塚一丁目１４番３号 上西　正泰 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

アズビル金門（株） 東京都豊島区北大塚一丁目１４番３号 上西　正泰 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 通信機・家電 放送機器 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 通信機・家電 無線機器 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 通信機・家電 家電製品 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 通信機・家電 照明器具 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 写真機 映写機 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 その他物品 その他 音響・映像機器、無電化自動ドア 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 リース 電気・通信機器 県外

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 リース その他 土木建設機械 市内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内
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アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 電話交換機 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 放送機器 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 無線機器 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 家電製品 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 照明器具 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 通信機・家電 空調機器 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 消防・保安用品 消火器 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 オフセット印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 フォーム印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 活版印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 特殊印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 印刷・製本 地図印刷 県外

アテンサプライ（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 貴能　加代子 文具・事務機器 用紙類 県外

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 リース 植木・鉢物 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 その他物品 選挙備品 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 その他物品 遊具 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 その他物品 葬儀用品 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 文具・事務機器 文房具 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 文具・事務機器 用紙類 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 書籍・教材 書籍 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 書籍・教材 教材 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 消防・保安用品 警察用品 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 日用雑貨・金物 工具 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 日用雑貨・金物 塗料 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 靴・革製品 革靴 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 靴・革製品 手袋 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 靴・革製品 雨衣 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 看板・模型 看板 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 不用品買受 資源物 市内

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 八瀬　誠 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 八瀬　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 八瀬　誠 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 八瀬　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 八瀬　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＡＮＥＯＳ（株） 東京都目黒区中央町一丁目５番１２号 野澤　裕 理化学機器 気象・公害測定機器 県外
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ＡＮＥＯＳ（株） 東京都目黒区中央町一丁目５番１２号 野澤　裕 リース その他 気象・水象観測機器 県外

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 消火器 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 非常食 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 測量機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 度量衡 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 薬品 検査試薬 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 薬品 培地 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 薬品 工業薬品 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 薬品 水道用薬品 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 書籍・教材 理科実験機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 書籍・教材 実習用機器 県内

（株）アベ科学 千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号 阿部　博 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 看板・模型 看板 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 その他物品 その他 樹名ラベル　遊具安全シール・サイン 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 書籍・教材 書籍 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 電算機・電算用品 その他 入退室管理システム、勤怠管理システム、電気錠入退室システム、フォトＩＤカード即時発行システム　等 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 産業用機器及び資材 その他 掃除機、洗浄機、集塵機、駐車場用割引ライター、駐車場カーゲート　等 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 文具・事務機器 用紙類 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 文具・事務機器 事務機器 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 その他物品 その他 社員証、駐車券　等 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 日用雑貨・金物 荒物 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 日用雑貨・金物 その他 掃除機用フィルター、集塵機用フィルター 県内

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 消防・保安用品 防犯用品 県内
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（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 その他物品 その他 井戸ポンプ 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・濾過器 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 薬品 水道用薬品 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 消防・保安用品 防災用品 県内

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 文具・事務機器 用紙類 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 文具・事務機器 事務機器 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 看板・模型 掲示板・標示板 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 看板・模型 標識 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 通信機・家電 照明器具 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 通信機・家電 その他 防犯カメラ 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 前川　龍男 リース その他 駐車場設備機器 県外

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 消火器 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 非常食 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 通信機・家電 照明器具 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 通信機・家電 空調機器 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 不用品買受 自動車 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 不用品買受 自転車 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 カーテン 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 建具 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 室内装飾品 畳 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 看板 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 標識 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 看板・模型 その他 彫刻・モニュメント・オブジェ 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 その他物品 その他 彫刻・モニュメント・オブジェ 県内

（株）アメニティ 東京都千代田区神田駿河台二丁目１０番４号　駿台興業ビル 渡辺　逸弘 その他物品 その他 入院セット提供事業 県外

（株）アメニティ 東京都千代田区神田駿河台二丁目１０番４号　駿台興業ビル 渡辺　逸弘 リース その他 入院セット提供事業 県外
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（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 不用品買受 金属くず 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 不用品買受 資源物 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 その他物品 ダンボール 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 印刷・製本 電子出版 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 書籍 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 地図 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 教材 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 教育機器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 理科実験機器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 楽器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 ミシン・編み機 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 文具・事務機器 文房具 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）新井商店 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 新井　重樹 文具・事務機器 印章 県外

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 消火器 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 避難器具 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 非常食 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 防犯用品 県内

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 消防・保安用品 防災用品 県内

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 消火器 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 災害救助機器 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 非常食 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 防犯用品 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 防災用品 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 消防・保安用品 その他 感染症対策商材　二酸化炭素測定器、オゾン脱臭器、非接触型温度測定器、安否確認サービス等 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 医療用機器・衛生材料 その他 エーイーディー　抗原検査キット　除菌液　飛沫パーテーション　フェースシールド等 県外

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー（株） 東京都足立区千住東一丁目３１番１０号 長澤　政則 車両 その他 電源車両（発電機搭載） 県外

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 消火器 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 避難器具 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 防火服・保護具 県内
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ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 非常食 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 警察用品 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 防犯用品 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 消防・保安用品 防災用品 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 その他物品 ガラス・フィルム 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 その他物品 食品関係 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 その他物品 その他 防犯カメラ 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 リース 医療機器 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 リース 仮設建物 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 看板・模型 看板 県内

ＡＬＳＯＫ千葉（株） 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 高野　明 通信機・家電 無線機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 放送機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 無線機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 家電製品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 照明器具 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 通信機・家電 空調機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 燃料・電力 燃料油 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 燃料・電力 潤滑油 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 消防・保安用品 非常食 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 車両 タイヤ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 車両 自動車用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 文具・事務機器 文房具 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 書籍・教材 教育機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 書籍・教材 楽器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 繊維・寝具 寝具 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 繊維・寝具 天幕 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 写真機 写真機 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 写真機 映写機 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内
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（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 革靴 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 手袋 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 雨衣 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 靴・革製品 皮革製品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 運動用品 レジャー用品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）アルバ 富里市根木名８５３番地１０ 山田　輝好 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 リース 医療機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 繊維・寝具 白衣 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 繊維・寝具 寝具 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 文具・事務機器 文房具 県外
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（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 書籍・教材 教材 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 書籍・教材 その他 医療用教材 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 靴・革製品 革靴 県外

（株）アルバース 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 河野　秀行 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

アルフォーインターナショナル（株） 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 柏木　龍雄 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋、マスク、ニトリル手袋、ビニール手袋、包装用袋 県内

アルフォーインターナショナル（株） 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 柏木　龍雄 その他物品 その他 指定ごみ袋、マスク、ニトリル手袋、ビニール手袋、包装用袋 県内

（株）アルボース 大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番９号 木野村　圭右 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）アルボース 大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番９号 木野村　圭右 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）アルボース 大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番９号 木野村　圭右 その他物品 選挙備品 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 リース 電算機 県外

（株）アローズネクスト 東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 菅原　康弘 リース 電気・通信機器 県外

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 不用品買受 金属くず 県内

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 不用品買受 紙・繊維くず 県内

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 不用品買受 資源物 県内

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 日用雑貨・金物 金物 県内

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

アンビ環境（株） 南房総市和田町中三原１０００番地 片山　義之 日用雑貨・金物 荒物 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 消火器 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 避難器具 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 災害救助機器 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 非常食 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 警察用品 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 防犯用品 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防・保安用品 防災用品 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 電話交換機 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 放送機器 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 無線機器 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 家電製品 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 照明器具 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 通信機・家電 空調機器 県内

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 水道・ガス用資材 水道管 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 その他物品 その他 鋼製ゲート　機械加工品 県外

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 消火器 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 避難器具 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 防火服・保護具 市内
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イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 災害救助機器 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 非常食 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 警察用品 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 防犯用品 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 消防・保安用品 防災用品 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 繊維・寝具 帽子 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 靴・革製品 革靴 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 靴・革製品 手袋 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 靴・革製品 雨衣 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 靴・革製品 皮革製品 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 看板・模型 看板 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 看板・模型 掲示板・標示板 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 看板・模型 標識 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 通信機・家電 放送機器 市内

イーテック（株） 袖ケ浦市蔵波３０４１番地３ 中村　英利子 通信機・家電 無線機器 市内

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 薬品 工業薬品 県外

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 活版印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 特殊印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 地図印刷 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 電子出版 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 印刷・製本 その他 大判データ出力 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 家具・什器 特注家具 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 家具・什器 その他 飛沫防止シート販売・図書館選挙会場ワクチン接種会場オリジナル飛沫防止シート作成 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 看板 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 標識 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 模型・展示品 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 看板・模型 その他 パネル　ＬＥＤパネル　ガラハリフレーム　多角柱スタンド 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 写真機 写真機 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 写真機 映写機 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 写真機 フィルム 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 写真機 ＤＥＰ 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 写真機 その他 オリジナルパネル作成・販売 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 文具・事務機器 文房具 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 文具・事務機器 用紙類 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 文具・事務機器 事務機器 県内

（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 文具・事務機器 印章 県内

（有）飯島設備 袖ケ浦市飯富１６２８番地の２ 三枝　美雄 通信機・家電 家電製品 市内

（有）飯島設備 袖ケ浦市飯富１６２８番地の２ 三枝　美雄 通信機・家電 照明器具 市内
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（有）飯島設備 袖ケ浦市飯富１６２８番地の２ 三枝　美雄 通信機・家電 空調機器 市内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 電気計測器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 測量機器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 度量衡 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 薬品 検査試薬 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 薬品 培地 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 薬品 工業薬品 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 通信機・家電 空調機器 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 水道・ガス用資材 水道管 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 燃料・電力 燃料油 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 燃料・電力 プロパンガス 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 通信機・家電 家電製品 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 通信機・家電 空調機器 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 バルブ 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 水道管 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 ガスメーター 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 ガス用資材 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道・ガス用資材 パイプ 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 その他物品 その他 ガス漏れ警報器 市内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 電気計測器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 測量機器 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 度量衡 県内

（株）池田理化 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 高橋　秀雄 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外
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（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 リース 電算機 県外

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 山浦　伯之 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 産業用機器及び資材 その他 水処理用機器（脱水機・ろ過機・ポンプ等）及びその部品 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 薬品 工業薬品 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 薬品 水道用薬品 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 水道・ガス用資材 その他 ろ過布 県外

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 記念品・贈答品 その他 ストラップ，キーホルダー，ピンバッチ，ぬいぐるみ等 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 繊維・寝具 その他 オリジナルＴシャツ，フリース，ポロシャツ，ボタンダウンシャツ等 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 その他物品 その他 ストラップ，キーホルダー，ピンバッチ，ぬいぐるみ等 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 文具・事務機器 文房具 市内

（株）イシワタ 富津市富津２３５５番地３ 石綿　竹一 文具・事務機器 その他 クリアファイル，下敷き，鉛筆，消しゴム等 市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 貨物自動車 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 バス 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 特殊車 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 特種用途自動車 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 自動車修理 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 タイヤ 準市内

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 能登　秀一 車両 自動車用品 準市内

いすゞリーシングサービス（株） 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号 前垣　圭一郎 リース 自動車・船舶 県外

泉金属工業（株） 野田市西三ケ尾８２番地 三上　健二 不用品買受 金属くず 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 通信機・家電 電話交換機 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 通信機・家電 放送機器 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 通信機・家電 無線機器 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 文具・事務機器 事務機器 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 リース 電算機 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 リース 電気・通信機器 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 記念品・贈答品 販促用品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 記念品・贈答品 記念品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 薬品 検査試薬 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 薬品 工業薬品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 薬品 水道用薬品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 その他物品 ダンボール 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 文具・事務機器 文房具 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 文具・事務機器 印章 県内
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井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 靴・革製品 手袋 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 オフセット印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 フォーム印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 活版印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 特殊印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 地図印刷 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 印刷・製本 電子出版 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 繊維・寝具 帽子 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 繊維・寝具 天幕 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 消防・保安用品 非常食 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 消防・保安用品 警察用品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 消防・保安用品 防犯用品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 消防・保安用品 防災用品 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 日用雑貨・金物 食器 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 看板・模型 看板 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

井関産業（株） 浦安市当代島一丁目１８番２号 安並　潤 運動用品 レジャー用品 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 不用品買受 金属くず 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 不用品買受 資源物 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 不用品買受 その他 ペットボトル等 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 その他物品 その他 ゴミ袋、ｐｐバンド等 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 消火器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 避難器具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 非常食 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 警察用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 防犯用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 消防・保安用品 防災用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 文具・事務機器 文房具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 文具・事務機器 用紙類 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 文具・事務機器 事務機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 文具・事務機器 印章 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内
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いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 電話交換機 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 放送機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 無線機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 家電製品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 照明器具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 通信機・家電 空調機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 革靴 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 病院用シューズ 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 手袋 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 雨衣 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 靴・革製品 皮革製品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 書籍 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 地図 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 教材 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 教育機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 理科実験機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 実習用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 帽子 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 白衣 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 寝具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 繊維・寝具 天幕 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 記念品・贈答品 販促用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 記念品・贈答品 記念品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 気体分析機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 液体分析機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 化学分析機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 顕微鏡 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 電気計測器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 測量機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 理化学機器 度量衡 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 写真機 写真機 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 写真機 映写機 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 写真機 フィルム 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内
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いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 金物 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 食器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 工具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 日用雑貨・金物 荒物 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 家具・什器 木製家具・什器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 じゅうたん 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 カーテン 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 ブラインド 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 室内装飾品 建具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 看板 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 掲示板・標示板 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 標識 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 黒板 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 運動用品 運動用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 運動用品 武道具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 運動用品 体育器具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 運動用品 運動衣 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 運動用品 レジャー用品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 産業用機器及び資材 電動工具 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 電算機 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 医療機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 寝具・オムツ 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 電気・通信機器 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 リース 仮設建物 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 その他物品 ガラス・フィルム 県内

いちかわ興産（株） 市川市南行徳三丁目２６番１２‐３０８号 菊池　信一 その他物品 ダンボール 県内

市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 市川　誠 消防・保安用品 防災用品 県外

市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 市川　誠 その他物品 ダンボール 県外

市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 市川　誠 繊維・寝具 寝具 県外

市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 市川　誠 文具・事務機器 文房具 県外

市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 市川　誠 日用雑貨・金物 荒物 県外
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（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 乗用車 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 貨物自動車 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 軽自動車 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 バス 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 特種用途自動車 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 自動車修理 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 タイヤ 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 車両 自動車用品 市内

（有）一木自動車 君津市久留里市場８３０番地 一木　晋 リース 自動車・船舶 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 その他物品 遊具 市内

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 その他物品 その他 修繕 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 木材 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 セメント 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 土木・建築用機器及び資材 その他 資材販売 県外

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 文具・事務機器 印章 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 文具・事務機器 その他 ゴム印等 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）一心堂 君津市杢師一丁目９番７号 鈴木　健司 記念品・贈答品 その他 プリントウェアー全般 市内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 看板・模型 看板 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）イデア工房 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 山田　誠 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 家具・什器 特注家具 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 室内装飾品 カーテン 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 室内装飾品 建具 県内

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 理化学機器 実験用機器・什器 県内
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（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 家具・什器 特注家具 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 文具・事務機器 その他 図書館、図書室に関する備品 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 印刷・製本 その他 図書室、図書館に関する製本 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 看板・模型 看板 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 看板・模型 標識 県外

（株）伊藤伊 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 伊藤　嘉英 その他物品 その他 図書室、図書館にかかわるシステム 県外

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 看板 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 掲示板・標示板 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 標識 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 看板・模型 その他 テント 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 繊維・寝具 天幕 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 運動用品 その他 テント 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 記念品・贈答品 販促用品 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 記念品・贈答品 記念品 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 リース その他 テント、天幕、テーブル、椅子 県内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 家具・什器 その他 折り畳みイス 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 その他物品 ガラス・フィルム 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 その他物品 食品関係 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 その他物品 選挙備品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 その他物品 遊具 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 その他物品 その他 非接触型体温計　アルコールスプレースタンド　 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 消火器 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 避難器具 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 非常食 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 警察用品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 看板 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 黒板 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 模型・展示品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 看板・模型 その他 恐竜の模型 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 リース 仮設建物 市内
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（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 帽子 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 白衣 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 寝具 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 繊維・寝具 天幕 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 室内装飾品 じゅうたん 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 室内装飾品 その他 養生シート 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 通信機・家電 無線機器 市内

（株）イベント・コミュニケーションズ 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 太田　一哉 通信機・家電 空調機器 市内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 リース その他 紅白幕・天幕・テープカット用品・テーブル・パイプイス 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 看板・模型 看板 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 繊維・寝具 天幕 県内

（株）イベントサービス 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 川島　清武 その他物品 その他 養生シート 県内

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 その他物品 その他 健康診断、外来、予防接種（巡回型予防接種を含む）関連物品 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 薬品 検査試薬 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 薬品 その他 健康診断、外来、予防接種（巡回型予防接種を含む）関連物品 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 理化学機器 液体分析機器 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 理化学機器 化学分析機器 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 理化学機器 顕微鏡 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 理化学機器 実験用機器・什器 県外

医療法人社団ＭＹメディカル 東京都渋谷区宇田川町２０番１７号ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 水谷　佑毅 理化学機器 その他 健康診断、外来、予防接種（巡回型予防接種を含む）関連物品 県外

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 看板・模型 看板 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 看板・模型 黒板 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 通信機・家電 空調機器 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 通信機・家電 その他 空調機器部品 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 水道・ガス用資材 バルブ 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 水道・ガス用資材 水道管 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 水道・ガス用資材 その他 給排水衛生機器部品 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 土木・建築用機器及び資材 その他 鋼製加工品 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 産業用機器及び資材 電動工具 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 産業用機器及び資材 その他 産業用機器部品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 家具・什器 特注家具 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 カーテン 県内
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（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 建具 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 室内装飾品 畳 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 看板・模型 看板 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 看板・模型 黒板 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 繊維・寝具 寝具 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 放送機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 無線機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 家電製品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 照明器具 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 通信機・家電 空調機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 書籍・教材 教育機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 書籍・教材 理科実験機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 理化学機器 電気計測器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 運動用品 運動用品 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 運動用品 体育器具 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 リース 電算機 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 リース 寝具・オムツ 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 リース 電気・通信機器 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）イワダテ 成田市美郷台２丁目２６番地２７ 岩舘　司 その他物品 遊具 県内

（株）イング 東京都足立区千住宮元町１４番１号 掛村　隆三 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）イング 東京都足立区千住宮元町１４番１号 掛村　隆三 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）イング 東京都足立区千住宮元町１４番１号 掛村　隆三 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）イング 東京都足立区千住宮元町１４番１号 掛村　隆三 その他物品 その他 入退管理、在庫管理ソフト 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外
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（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 リース 電算機 県外

（株）インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 勝　栄二郎 リース その他 サーバ、ネットワーク機器 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 写真機 写真機 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 写真機 フィルム 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 写真機 その他 マイクロフィルム及び関連商品 県外

（株）インフォマージュ 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 井上　雅晶 その他物品 その他 文書保存箱、長期保存用ＣＤジュエルケース、長期保存袋など 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 リース 電算機 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 齊藤　大地 リース その他 ＧＩＳシステムのリース 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 書籍・教材 教育機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ウェーブ 東京都中央区銀座五丁目１２番５号　白鶴ビルディング３階 冨永　幸宏 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 田中　学 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 田中　学 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 田中　学 医療用機器・衛生材料 その他 医療用機器 県外

（株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 田中　学 書籍・教材 書籍 県外

ウエストロー・ジャパン（株） 東京都港区西新橋三丁目１６番１１号 ヨンソン・バン その他物品 その他 法律情報オンラインサービスの提供 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 運動用品 運動用品 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 運動用品 体育器具 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 リース 医療機器 県外

（株）ウエルアップ 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 その他物品 その他 健康測定器 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 薬品 工業薬品 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 薬品 水道用薬品 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 その他物品 その他 水処理機器（浄水設備機器、ろ過装置、膜ろ過装置、紫外線消毒装置、水源水質改善装置、薬品注入ポンプ、次亜注入ポンプ、塩素ガス滅菌機、次亜中和剤散布器、塩素ガス中和剤散布器） 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 薬品 水道用薬品 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 文具・事務機器 文房具 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 文具・事務機器 用紙類 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 文具・事務機器 事務機器 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 家具・什器 木製家具・什器 県外
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ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 家具・什器 特注家具 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 室内装飾品 カーテン 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 室内装飾品 ブラインド 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 電話交換機 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 放送機器 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 無線機器 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 照明器具 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 通信機・家電 空調機器 県外

（株）内田化工 茨城県小美玉市堅倉１５７９番地４ 内田　尚武 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋 県外

（株）内田化工 茨城県小美玉市堅倉１５７９番地４ 内田　尚武 その他物品 その他 指定ごみ袋 県外

（株）内田化工 茨城県小美玉市堅倉１５７９番地４ 内田　尚武 印刷・製本 その他 検針ロール紙 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 電算機・電算用品 その他 図書館用装備品 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 家具・什器 特注家具 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 家具・什器 その他 図書館用什器 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 看板・模型 黒板 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 看板・模型 その他 電子黒板　デジタルサイン 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 リース 電算機 県外

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 リース その他 電算システムソフト 県外

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 消防・保安用品 非常食 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 消防・保安用品 防犯用品 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 通信機・家電 空調機器 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 水道・ガス用資材 バルブ 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 無線機器 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 家電製品 県内
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（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 照明器具 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 電話交換機 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 放送機器 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 無線機器 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 家電製品 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 照明器具 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 通信機・家電 空調機器 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 消防・保安用品 消火器 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 通信機・家電 放送機器 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 通信機・家電 家電製品 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 通信機・家電 照明器具 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 通信機・家電 空調機器 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 消防・保安用品 防犯用品 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 消火器 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 避難器具 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 災害救助機器 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 非常食 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 防犯用品 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防・保安用品 防災用品 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 電話交換機 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 放送機器 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 無線機器 県内
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エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 家電製品 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 照明器具 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 通信機・家電 空調機器 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 リース 電算機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 消火器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 避難器具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 非常食 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 警察用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 防犯用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 消防・保安用品 防災用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 金物 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 食器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 工具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 塗料 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 日用雑貨・金物 荒物 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 百貨店 百貨店（定款に百貨店業の記載のある者に限る） 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 看板 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 標識 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 黒板 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 看板・模型 模型・展示品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 印刷・製本 オフセット印刷 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 印刷・製本 フォーム印刷 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 印刷・製本 活版印刷 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 印刷・製本 特殊印刷 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 印刷・製本 地図印刷 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 文具・事務機器 文房具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 文具・事務機器 用紙類 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 文具・事務機器 事務機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 文具・事務機器 印章 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 書籍 県内
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ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 地図 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 教材 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 教育機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 理科実験機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 実習用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 楽器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 帽子 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 白衣 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 寝具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 繊維・寝具 天幕 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 記念品・贈答品 販促用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 記念品・贈答品 記念品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 検査試薬 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 培地 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 医療用ガス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 工業薬品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 工業用ガス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 水道用薬品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 薬品 防疫剤 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 気体分析機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 液体分析機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 化学分析機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 顕微鏡 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 電気計測器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 測量機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 度量衡 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 理化学機器 実験用機器・什器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 写真機 写真機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 写真機 映写機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 写真機 フィルム 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 写真機 ＤＥＰ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 革靴 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 病院用シューズ 県内
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ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 手袋 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 雨衣 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 靴・革製品 皮革製品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 乗用車 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 貨物自動車 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 軽自動車 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 二輪車 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 自動車修理 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 タイヤ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 車両 自動車用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 家具・什器 木製家具・什器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 じゅうたん 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 カーテン 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 ブラインド 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 建具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 室内装飾品 畳 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 電話交換機 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 放送機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 無線機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 家電製品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 照明器具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 通信機・家電 空調機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 燃料・電力 潤滑油 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 燃料・電力 プロパンガス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 燃料・電力 木炭・石炭 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 運動用品 運動用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 運動用品 武道具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 運動用品 体育器具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 運動用品 運動衣 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 運動用品 レジャー用品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 水道・ガス用資材 水道管 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 水道・ガス用資材 パイプ 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 農機具 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内
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ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 不用品買受 金属くず 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 不用品買受 紙・繊維くず 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 不用品買受 資源物 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 その他物品 ガラス・フィルム 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 その他物品 食品関係 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 その他物品 ダンボール 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 阿其　拉図 その他物品 遊具 県内

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 土木・建築用機器及び資材 セメント 県外

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 土木・建築用機器及び資材 その他 常温合材、速乾性アスファルト、コンクリート補修材、アスファルトシート、乳剤スプレー 県外

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 消防・保安用品 その他 油吸収剤、油液体吸着材、オイルフェンス、油吸着マット 県外

ＡＣライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 石川　敬祐 燃料・電力 潤滑油 県外

（株）エージェント 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 四宮　浩二 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）エージェント 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 四宮　浩二 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）エージェント 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 四宮　浩二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）エージェント 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 四宮　浩二 電算機・電算用品 その他 パソコン、タブレット、ＯＡ周辺機器、プリンター、スキャナー、ソフトウェア 県外

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 リース その他 イベント系リース・レンタル全般 県内

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 看板・模型 看板 県内

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 看板・模型 標識 県内

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）エール・クリエート 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７ 磯山　輝男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 文具・事務機器 その他 室内二酸化炭素濃度測定器 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）エアリー 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 山本　成人 その他物品 その他 健康サプリ商品 県内

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 印刷・製本 電子出版 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 看板・模型 看板 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 看板・模型 標識 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 土屋　康一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 不用品買受 その他 期限切れ災害備蓄品 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 その他物品 その他 災害備蓄品の棚卸、メンテナンス 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 消防・保安用品 非常食 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 消防・保安用品 防災用品 県内
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（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 消防・保安用品 その他 ポータブル発電機、防疫用品 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）エイジス 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 齋藤　昭生 印刷・製本 フォーム印刷 県内

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 通信機・家電 電話交換機 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 通信機・家電 放送機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 通信機・家電 無線機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 通信機・家電 家電製品 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 リース 電算機 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 リース 電気・通信機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 書籍・教材 書籍 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 書籍・教材 教材 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 書籍・教材 教育機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 書籍・教材 実習用機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 家具・什器 特注家具 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 家具・什器 その他 サーバー用ラック 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 理化学機器 その他 モバトラ 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 リース その他 モバトラ 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 その他物品 その他 地図印刷 県外

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 通信機・家電 放送機器 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 通信機・家電 その他 ＬＥＤ電球 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 消火器 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 避難器具 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 災害救助機器 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 非常食 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 消防・保安用品 防犯用品 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 リース その他 ＬＥＤ電球 準市内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 準市内

（株）エイビス 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 佐藤　誠樹 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）エイビス 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 佐藤　誠樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）エイビス 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 佐藤　誠樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）エイビス 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 佐藤　誠樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）エイビス 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 佐藤　誠樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 気体分析機器 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 液体分析機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 化学分析機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 電気計測器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 測量機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 理化学機器 度量衡 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 車両 特殊車 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 車両 特種用途自動車 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 産業用機器及び資材 電動工具 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 水道・ガス用資材 バルブ 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 水道・ガス用資材 水道管 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 通信機・家電 電話交換機 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 通信機・家電 放送機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 通信機・家電 家電製品 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 通信機・家電 照明器具 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 通信機・家電 空調機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 文具・事務機器 用紙類 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 文具・事務機器 事務機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 消防・保安用品 防犯用品 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

英和（株） 大阪府大阪市西区北堀江四丁目１番７号 阿部　健治 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 通信機・家電 放送機器 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 通信機・家電 無線機器 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 通信機・家電 家電製品 県外

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 通信機・家電 空調機器 県内

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 その他物品 その他 フィルター 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 電話交換機 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 放送機器 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 無線機器 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 家電製品 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 照明器具 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 通信機・家電 空調機器 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内
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エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 消防・保安用品 防犯用品 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 消防・保安用品 防災用品 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 リース 電算機 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 リース 電気・通信機器 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 文具・事務機器 事務機器 県内

エクスモバイル（株） 東京都新宿区新宿２丁目１２番８号　ＡＣＮ新宿ビル９Ｆ 小川　皓生 その他物品 その他 通信機器の賃貸借 県外

（株）エコ・クリアランス 浦安市海楽一丁目１１番１号 田中　兵二 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）エコ・クリアランス 浦安市海楽一丁目１１番１号 田中　兵二 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）エコ・クリアランス 浦安市海楽一丁目１１番１号 田中　兵二 リース その他 足ふきマット、清掃用具 県内

（株）エコ・クリアランス 浦安市海楽一丁目１１番１号 田中　兵二 その他物品 その他 清掃用具 県内

エコサイクル（株） 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル シュリハリ・チャンドラガトギ その他物品 その他 土壌汚染調査、土壌汚染浄化剤、地盤調査 県外

（株）エコス 木更津市文京五丁目５番１号 榎本　紳一郎 通信機・家電 放送機器 市内

（株）エコス 木更津市文京五丁目５番１号 榎本　紳一郎 通信機・家電 無線機器 市内

（株）エコス 木更津市文京五丁目５番１号 榎本　紳一郎 通信機・家電 その他 アンテナ 市内

（株）エコス 木更津市文京五丁目５番１号 榎本　紳一郎 消防・保安用品 警察用品 市内

（株）エコス 木更津市文京五丁目５番１号 榎本　紳一郎 消防・保安用品 防災用品 市内

エスアイエス・テクノサービス（株） 東京都江東区富岡二丁目１１番６号 河村　優司 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

エスアイエス・テクノサービス（株） 東京都江東区富岡二丁目１１番６号 河村　優司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

エスアイエス・テクノサービス（株） 東京都江東区富岡二丁目１１番６号 河村　優司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

エスアイエス・テクノサービス（株） 東京都江東区富岡二丁目１１番６号 河村　優司 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

エスアイエス・テクノサービス（株） 東京都江東区富岡二丁目１１番６号 河村　優司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）エス・アイ・シー 千葉市中央区問屋町１番３５号 古谷　孝誠 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）エス・アイ・シー 千葉市中央区問屋町１番３５号 古谷　孝誠 その他物品 その他 上下水道用電気・計装品 県内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 印刷・製本 地図印刷 市内

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 リース 電算機 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 リース 電気・通信機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 書籍・教材 教育機器 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 写真機 写真機 県外

（株）ＳＳマーケット 東京都八王子市子安町４‐７‐１　サザンスカイタワー八王子６階 星山　常進 その他物品 選挙備品 県外

エスディーエムコンサルティング（株） 東京都調布市入間町１丁目３１番地２３ 鈴木　一弘 印刷・製本 フォーム印刷 県外

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 リース 電算機 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 リース 医療機器 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 リース 電気・通信機器 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 リース その他 事務用什器・厨房機器・照明器具 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内
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ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 通信機・家電 照明器具 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号 菅沼　正明 通信機・家電 空調機器 県内

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 木下　孝彦 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 木下　孝彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 木下　孝彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 木下　孝彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 木下　孝彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 通信機・家電 電話交換機 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 通信機・家電 放送機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 通信機・家電 無線機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 通信機・家電 その他 衛星通信装置、基地局通信装置、インターネット関連機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電算機・電算用品 その他 ＰＣサーバ 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 車両 特種用途自動車 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 車両 その他 移動交番車、教育者、サインカー 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 リース 電算機 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 リース 電気・通信機器 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 室内装飾品 じゅうたん 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電算機・電算用品 電算機用消耗品 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 文具・事務機器 文房具 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 文具・事務機器 用紙類 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 文具・事務機器 事務機器 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 準市内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）ＮＸワンビシアーカイブズ 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 林田　直也 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ＮＸワンビシアーカイブズ 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 林田　直也 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ＮＸワンビシアーカイブズ 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 林田　直也 文具・事務機器 その他 文書保管箱 県外

（株）ＮＸワンビシアーカイブズ 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 林田　直也 その他物品 ダンボール 県外

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 通信機・家電 家電製品 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 通信機・家電 照明器具 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 通信機・家電 空調機器 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 水道・ガス用資材 バルブ 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 水道・ガス用資材 水道管 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 水道・ガス用資材 パイプ 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 消防・保安用品 消火器 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 消防・保安用品 避難器具 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内
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エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 理化学機器 その他 光学分析機器、放射能測定器 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 電算機・電算用品 その他 ネットワーク機器 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 通信機・家電 電話交換機 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 通信機・家電 無線機器 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 通信機・家電 その他 ＴＶ会議システム等 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 産業用機器及び資材 その他 無停電電源装置等 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 リース 電算機 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 伊東　匡 リース 電気・通信機器 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 通信機・家電 電話交換機 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 通信機・家電 放送機器 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 通信機・家電 無線機器 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 通信機・家電 家電製品 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 リース 電算機 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 リース 電気・通信機器 県外

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 電算機・電算用品 その他 情報処理システム等、ルータ等、ネットワーク製品 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 リース 電算機 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 リース 電気・通信機器 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 リース その他 情報処理システム等 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 通信機・家電 電話交換機 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 通信機・家電 無線機器 県内

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 田村　浩一 通信機・家電 その他 リモートアクセス製品（遠隔操作）等 県内

ＮＴＴタウンページ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号　ＮＴＴ虎ノ門ビル 酒井　紀雄 印刷・製本 フォーム印刷 県外

ＮＴＴタウンページ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号　ＮＴＴ虎ノ門ビル 酒井　紀雄 印刷・製本 地図印刷 県外

ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 成瀬　明弘 リース 電算機 県内
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ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 成瀬　明弘 リース 医療機器 県内

ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 成瀬　明弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 成瀬　明弘 リース 電気・通信機器 県内

ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 成瀬　明弘 リース その他 空調設備、給食室設備、スポーツ設備、ＬＥＤ道路照明、ＩＣＴ機器等 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 リース 電算機 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 リース 電気・通信機器 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 リース 電算機 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 リース 電気・通信機器 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 リース 電算機 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 リース 電気・通信機器 県外

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 消火器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 避難器具 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 災害救助機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 非常食 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 防犯用品 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防・保安用品 防災用品 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 理化学機器 気体分析機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 理化学機器 液体分析機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 理化学機器 化学分析機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 理化学機器 電気計測器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 通信機・家電 放送機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 通信機・家電 家電製品 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 通信機・家電 照明器具 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 通信機・家電 空調機器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 産業用機器及び資材 電動工具 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 靴・革製品 革靴 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 靴・革製品 手袋 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 靴・革製品 雨衣 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 井上　博司 燃料・電力 電力 県外

（株）エネット 東京都港区芝公園二丁目６番３号 谷口　直行 燃料・電力 電力 県外

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 通信機・家電 家電製品 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 通信機・家電 照明器具 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 通信機・家電 空調機器 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 通信機・家電 その他 空気清浄機 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 消防・保安用品 消火器 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 消防・保安用品 防犯用品 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 消火器 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 避難器具 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 非常食 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 繊維・寝具 帽子 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 繊維・寝具 天幕 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 靴・革製品 革靴 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 靴・革製品 手袋 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 靴・革製品 雨衣 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 通信機・家電 放送機器 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 通信機・家電 無線機器 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 車両 特種用途自動車 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 看板・模型 看板 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 看板・模型 掲示板・標示板 市内
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（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 看板・模型 標識 市内

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 産業用機器及び資材 その他 冷凍機、冷却塔、空調設備、ポンプ他 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 薬品 工業薬品 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 薬品 工業用ガス 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 消防・保安用品 消火器 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 通信機・家電 空調機器 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 水道・ガス用資材 バルブ 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 水道・ガス用資材 水道管 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 産業用機器及び資材 電動工具 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 薬品 水道用薬品 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 薬品 その他 液体キレート剤 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 その他物品 その他 公共施設向け非常用発電設備 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 産業用機器及び資材 電動工具 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 産業用機器及び資材 その他 ボイラ、水処理機器、脱臭装置 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 水道・ガス用資材 バルブ 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 薬品 工業薬品 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 理化学機器 気体分析機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 理化学機器 液体分析機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 理化学機器 化学分析機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 理化学機器 電気計測器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 通信機・家電 空調機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 消防・保安用品 防災用品 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 車両 特種用途自動車 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 消火器 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 非常食 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 食器 県内
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（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 食品関係 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 ダンボール 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 選挙備品 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 その他物品 遊具 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 繊維・寝具 帽子 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）Ｆ＆Ｇ 市川市大洲一丁目１２番２号 高坂　啓介 繊維・寝具 天幕 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 ガラス・フィルム 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 食品関係 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 ごみ処理装置 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 ダンボール 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 選挙備品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 遊具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他物品 葬儀用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 金物 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 食器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 工具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 塗料 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 日用雑貨・金物 荒物 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 記念品・贈答品 販促用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 記念品・贈答品 記念品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 農機具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内
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ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 オフセット印刷 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 フォーム印刷 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 活版印刷 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 特殊印刷 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 地図印刷 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 印刷・製本 電子出版 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 文具・事務機器 文房具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 文具・事務機器 用紙類 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 文具・事務機器 事務機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 文具・事務機器 印章 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 書籍 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 地図 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 教材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 教育機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 理科実験機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 実習用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 楽器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 帽子 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 白衣 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 寝具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 繊維・寝具 天幕 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 気体分析機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 液体分析機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 化学分析機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 顕微鏡 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 電気計測器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 測量機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 度量衡 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 理化学機器 実験用機器・什器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 写真機 写真機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 写真機 映写機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 写真機 フィルム 県内
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ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 写真機 ＤＥＰ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 消火器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 避難器具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 非常食 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 警察用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 防犯用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 消防・保安用品 防災用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 革靴 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 病院用シューズ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 手袋 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 雨衣 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 靴・革製品 皮革製品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 乗用車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 貨物自動車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 軽自動車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 バス 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 特殊車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 特種用途自動車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 二輪車 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 自動車修理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 タイヤ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 車両 自動車用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 家具・什器 木製家具・什器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 家具・什器 特注家具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 じゅうたん 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 カーテン 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 ブラインド 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 建具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 室内装飾品 畳 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 看板 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 標識 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 黒板 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 模型・展示品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 看板・模型 ナンバープレート 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内
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ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 電話交換機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 放送機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 無線機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 家電製品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 照明器具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 通信機・家電 空調機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運動用品 運動用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運動用品 武道具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運動用品 体育器具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運動用品 運動衣 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運動用品 レジャー用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 バルブ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 水道管 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 水道・ガス用資材 パイプ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 電動工具 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 船舶・航空機 ボート 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 船舶・航空機 ヘリコプター 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 船舶・航空機 航空機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 船舶・航空機 船舶用品 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 電算機 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 医療機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 寝具・オムツ 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 電気・通信機器 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 自動車・船舶 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 仮設建物 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 リース 植木・鉢物 県内
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ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 リース 電算機 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 リース 医療機器 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 リース 電気・通信機器 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 リース その他 空調設備 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 電話交換機 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 放送機器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 無線機器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 家電製品 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 照明器具 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 通信機・家電 空調機器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 理化学機器 電気計測器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 消防・保安用品 防災用品 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 印刷・製本 電子出版 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 リース 電算機 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 リース 電気・通信機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 通信機・家電 放送機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 通信機・家電 無線機器 県外

（株）エフコムマーケティング 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 木村　清孝 通信機・家電 家電製品 県外

（株）Ｆ‐Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 富永　浩明 燃料・電力 電力 県外

エフビットコミュニケーションズ（株） 京都府京都市南区東九条室町２３番地 吉本　幸男 燃料・電力 電力 県外

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 金物 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 食器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 工具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 塗料 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 日用雑貨・金物 荒物 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 バルブ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 水道管 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 水道・ガス用資材 パイプ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 電動工具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 消火器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 避難器具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 災害救助機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 非常食 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 警察用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 防犯用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 消防・保安用品 防災用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 文具・事務機器 文房具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 文具・事務機器 用紙類 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 文具・事務機器 事務機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 文具・事務機器 印章 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 書籍 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 地図 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 教材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 教育機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 理科実験機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 実習用機器 県内
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Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 楽器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 帽子 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 白衣 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 寝具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 繊維・寝具 天幕 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 記念品・贈答品 販促用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 記念品・贈答品 記念品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 気体分析機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 液体分析機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 化学分析機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 顕微鏡 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 電気計測器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 測量機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 度量衡 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 理化学機器 実験用機器・什器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 革靴 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 病院用シューズ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 手袋 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 雨衣 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 靴・革製品 皮革製品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 車両 タイヤ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 車両 自動車用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 家具・什器 木製家具・什器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 家具・什器 特注家具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 じゅうたん 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 カーテン 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 ブラインド 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 建具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 室内装飾品 畳 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 看板 県内
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Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 掲示板・標示板 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 標識 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 黒板 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 電話交換機 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 放送機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 無線機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 家電製品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 照明器具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 通信機・家電 空調機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 運動用品 運動用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 運動用品 武道具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 運動用品 体育器具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 運動用品 運動衣 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 運動用品 レジャー用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 農機具 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 船舶・航空機 船舶用品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 その他物品 ガラス・フィルム 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 その他物品 ダンボール 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 その他物品 選挙備品 県内

Ｍ＆Ｓネクスト（株） 成田市猿山４３４番地１　サントーレ滑河１０３号 林　芳彦 その他物品 遊具 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 看板 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 標識 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 黒板 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 地図印刷 県内
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（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 印刷・製本 電子出版 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 文具・事務機器 文房具 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 文具・事務機器 印章 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 その他物品 食品関係 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 その他物品 ダンボール 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 その他物品 選挙備品 県内

（株）エムアンドエムエンタープライズ 千葉市中央区末広三丁目１番７号 柴　公一 その他物品 遊具 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 通信機・家電 無線機器 県内

（株）エムエムインターナショナル 東京都千代田区神田錦町一丁目２１番１号 橋本　修一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）エムエムインターナショナル 東京都千代田区神田錦町一丁目２１番１号 橋本　修一 医療用機器・衛生材料 その他 次亜塩素酸水 県外

（株）エムエムインターナショナル 東京都千代田区神田錦町一丁目２１番１号 橋本　修一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）エムエムインターナショナル 東京都千代田区神田錦町一丁目２１番１号 橋本　修一 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）エムエムインターナショナル 東京都千代田区神田錦町一丁目２１番１号 橋本　修一 日用雑貨・金物 その他 掃除用具 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 薬品 治療用医薬品 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 薬品 検査試薬 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 靴・革製品 病院用シューズ 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 繊維・寝具 白衣 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ＭＭコーポレーション 東京都文京区本郷三丁目４番６号 北内　秀明 家具・什器 特注家具 県外

エム・シー通商（株） 東京都千代田区岩本町二丁目１番１７号プライムタワー岩本町 内田　敏 文具・事務機器 用紙類 県外

エム・シー通商（株） 東京都千代田区岩本町二丁目１番１７号プライムタワー岩本町 内田　敏 文具・事務機器 事務機器 県外
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エム・シー通商（株） 東京都千代田区岩本町二丁目１番１７号プライムタワー岩本町 内田　敏 文具・事務機器 その他 トナー・インク等消耗品 県外

エム・シー通商（株） 東京都千代田区岩本町二丁目１番１７号プライムタワー岩本町 内田　敏 リース 電気・通信機器 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 薬品 工業薬品 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 薬品 水道用薬品 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 薬品 その他 ろ過剤（活性炭等） 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 産業用機器及び資材 その他 薬注装置関連機器 市内

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 理化学機器 その他 純水装置、逆浸透膜 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 消防・保安用品 その他 災害対策用浄水機、災害対策用ろ過機、油回収装置、油吸着材 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 水道・ガス用資材 その他 ろ過機、ろ過フィルター、ろ過膜 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 土木・建築用機器及び資材 その他 水処理装置、油回収装置、油吸着材 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 産業用機器及び資材 その他 純水装置、油水分離装置 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 室内装飾品 建具 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 その他物品 ガラス・フィルム 県外

（株）エムフロ 東京都渋谷区代官山町８番７号 北脇　陽典 その他物品 選挙備品 県外

（株）エムフロ 東京都渋谷区代官山町８番７号 北脇　陽典 その他物品 その他 助成金交付事務 県外

（株）エムフロ 東京都渋谷区代官山町８番７号 北脇　陽典 電算機・電算用品 その他 システム開発 県外

（株）エルコム 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 牧　智彦 その他物品 その他 自動券売機・入退場管理システム・両替機・ＩＣカードチャージ機 県外

（株）エルコム 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 牧　智彦 リース その他 自動券売機等のリース・賃貸借 県外

（株）エルコム 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 牧　智彦 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）エルピオ 市川市曽谷一丁目３０番１８号 牛尾　健 燃料・電力 プロパンガス 県内

（株）エルピオ 市川市曽谷一丁目３０番１８号 牛尾　健 燃料・電力 都市ガス 県内

（株）エルピオ 市川市曽谷一丁目３０番１８号 牛尾　健 燃料・電力 電力 県内

遠東石塚グリーンペット（株） 茨城県猿島郡境町大字下小橋字蝉野８８０番地 石塚　久継 不用品買受 資源物 県外

遠東石塚グリーンペット（株） 茨城県猿島郡境町大字下小橋字蝉野８８０番地 石塚　久継 不用品買受 その他 使用済みペットボトル 県外

ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町６番地２ 太田　隆介 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町６番地２ 太田　隆介 電算機・電算用品 その他 公会計・公営企業会計に係るシステムウェア 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の販売 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 リース 電気・通信機器 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 リース その他 防犯カメラ 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 通信機・家電 その他 防犯機器 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 消火器 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 非常食 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 消防・保安用品 その他 防犯機器 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　剛 その他物品 食品関係 県内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 文具・事務機器 文房具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 文具・事務機器 用紙類 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 文具・事務機器 事務機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 文具・事務機器 印章 市内
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（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 家具・什器 木製家具・什器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 家具・什器 特注家具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 金物 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 食器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 塗料 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 日用雑貨・金物 荒物 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 書籍・教材 地図 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 書籍・教材 教育機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 書籍・教材 視聴覚教育機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 書籍・教材 楽器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 帽子 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 白衣 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 寝具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 繊維・寝具 天幕 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 理化学機器 電気計測器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 理化学機器 測量機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 理化学機器 度量衡 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 写真機 写真機 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 写真機 映写機 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 消防・保安用品 防犯用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 革靴 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 手袋 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 雨衣 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 靴・革製品 皮革製品 市内
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（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 じゅうたん 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 カーテン 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 ブラインド 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 室内装飾品 建具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 看板 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 標識 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 黒板 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 看板・模型 模型・展示品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 通信機・家電 放送機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 通信機・家電 家電製品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 通信機・家電 照明器具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 通信機・家電 空調機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 運動用品 運動用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 運動用品 武道具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 運動用品 体育器具 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 運動用品 運動衣 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 運動用品 レジャー用品 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 リース 電算機 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 その他物品 ガラス・フィルム 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 その他物品 ダンボール 市内

（有）オーディ 木更津市中央１丁目５番３号 岩出　利士 その他物品 選挙備品 市内

（株）オービス 広島県福山市松永町六丁目１０番１号 中浜　勇治 リース 仮設建物 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 理化学機器 化学分析機器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 理化学機器 電気計測器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 理化学機器 測量機器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 理化学機器 実験用機器・什器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 消防・保安用品 災害救助機器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 消防・保安用品 警察用品 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 消防・保安用品 防犯用品 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 消防・保安用品 防災用品 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 通信機・家電 無線機器 県内

大倉工業（株） 香川県丸亀市中津町１５１５番地 神田　進 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋・ポリ袋 県外

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電算機・電算用品 その他 各種サーバ、モバイル端末他 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 リース 電算機 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 リース 医療機器 県内
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（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 リース 電気・通信機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 リース その他 ソフトウェア、ホスティング、ハウジングサービス 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 放送機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 無線機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 家電製品 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 照明器具 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 空調機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 通信機・家電 その他 画像処理装置、他 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ他 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 産業用機器及び資材 その他 自動販売機 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 文具・事務機器 文房具 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 文具・事務機器 用紙類 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 文具・事務機器 事務機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 リース 電算機 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 リース 電気・通信機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 家具・什器 木製家具・什器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 印刷・製本 その他 偽造防止用紙、帳票 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 消防・保安用品 非常食 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 消防・保安用品 防犯用品 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 消防・保安用品 防災用品 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 電話交換機 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 放送機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 無線機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 家電製品 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 照明器具 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 通信機・家電 空調機器 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 電算機・電算用品 その他 水道検針用機器、ＰＣサーバー、パソコン、プリンタ 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 リース 電算機 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 リース その他 水道総合管理システム（機器含む） 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 印刷・製本 フォーム印刷 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 印刷・製本 その他 水道・ガス料金業務に伴う検針票、納入通知書 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 文具・事務機器 事務機器 県外

大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 石本　裕章 文具・事務機器 その他 メール・シーラー機 県外

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 通信機・家電 放送機器 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 通信機・家電 無線機器 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 通信機・家電 家電製品 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 通信機・家電 照明器具 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 通信機・家電 空調機器 県内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 金属くず 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 紙・繊維くず 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 機械 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 自動車 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 自転車 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 資源物 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 不用品買受 その他 缶、アルミプレス缶 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 文具・事務機器 文房具 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 通信機・家電 家電製品 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 通信機・家電 照明器具 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 通信機・家電 その他 ＴＶ会議システム 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 リース 電算機 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 リース 電気・通信機器 県外

（株）大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 大塚　裕司 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 その他物品 その他 アスベスト調査 県内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 消火器 県内
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入札参加資格者名簿（物品）
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（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 非常食 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防・保安用品 防災用品 県内

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 通信機・家電 電話交換機 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 通信機・家電 放送機器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 通信機・家電 無線機器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 消防・保安用品 消火器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 消防・保安用品 防災用品 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 リース 電算機 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 リース 電気・通信機器 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 通信機・家電 電話交換機 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 通信機・家電 無線機器 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 理化学機器 測量機器 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 文具・事務機器 事務機器 県外

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 繊維・寝具 帽子 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 繊維・寝具 白衣 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 繊維・寝具 天幕 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 革靴 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 手袋 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 雨衣 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 靴・革製品 皮革製品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 消火器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 避難器具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 防火服・保護具 市内
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（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 非常食 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 警察用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 防犯用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 家具・什器 木製家具・什器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 家具・什器 特注家具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 標識 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 黒板 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 看板・模型 模型・展示品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 文具・事務機器 文房具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 文具・事務機器 用紙類 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 文具・事務機器 事務機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 文具・事務機器 印章 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 金物 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 食器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 塗料 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 日用雑貨・金物 荒物 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 じゅうたん 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 カーテン 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 ブラインド 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 建具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 室内装飾品 畳 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 電話交換機 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 放送機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 無線機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 家電製品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 照明器具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 通信機・家電 空調機器 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 運動用品 運動用品 市内
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（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 運動用品 武道具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 運動用品 体育器具 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 運動用品 運動衣 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 運動用品 レジャー用品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 バルブ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 水道管 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 ガスメーター 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 ガス用資材 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 水道・ガス用資材 パイプ 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 産業用機器及び資材 金属加工用機械 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 産業用機器及び資材 木工用機械 市内

（有）小黒商会 木更津市請西二丁目１０番１５号 小黒　寿郎 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 繊維・寝具 帽子 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 繊維・寝具 白衣 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 靴・革製品 革靴 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 靴・革製品 手袋 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 靴・革製品 雨衣 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）オフィス梅本 佐倉市宮ノ台１丁目３番１号宮ノ台ハイツ４０８ 梅本　真奈美 運動用品 運動衣 県内

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 文具・事務機器 文房具 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 文具・事務機器 用紙類 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 文具・事務機器 事務機器 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 文具・事務機器 印章 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 金物 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 食器 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 工具 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 塗料 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 家庭用品 県外
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オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 日用雑貨・金物 荒物 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 家具・什器 木製家具・什器 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 家具・什器 特注家具 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 じゅうたん 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 カーテン 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 ブラインド 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 建具 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 室内装飾品 畳 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

オフィスサポート（株） 東京都足立区日ノ出町２５番６号 松岡　博行 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）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 野崎　秀則 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）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 野崎　秀則 印刷・製本 電子出版 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 看板 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 標識 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）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 野崎　秀則 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）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 野崎　秀則 車両 その他 ドライブレコーダー 県内

（株）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 野崎　秀則 文具・事務機器 その他 音声ペン 県内

（株）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 野崎　秀則 電算機・電算用品 その他 ＯＣＭＡＸ（公共施設管理システム） 県内

（株）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 野崎　秀則 書籍・教材 地図 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 リース 電算機 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 リース その他 上下水道事業管理システム・ソフトウェア 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 印刷・製本 地図印刷 県内

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 山田　正幸 薬品 工業薬品 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 山田　正幸 薬品 水道用薬品 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 山田　正幸 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 山田　正幸 水道・ガス用資材 その他 残留塩素計、汚泥濃度計 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 山田　正幸 その他物品 その他 機械器具設備関連品、水道施設設備関連品 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 電算機・電算用品 その他 クラウドサービス 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 リース 電算機 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 リース 電気・通信機器 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 リース その他 ソフトウエア・パッケージ 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 看板・模型 看板 県外
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（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）オレンジアーチ 東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階 本山　功 看板・模型 黒板 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 印刷・製本 その他 会議録等の印刷・製本、オンデマンド印刷等 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 リース 電算機 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 リース 電気・通信機器 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 リース その他 会議録検索・議会中継・議事録作成支援システム、音響・映像機器等 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 通信機・家電 放送機器 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 通信機・家電 その他 音響・映像機器、音声認識用マイク等 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 小池　好子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 通信機・家電 放送機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 通信機・家電 その他 音響・映像関連機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 リース 電算機 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 リース その他 サーバー、デジタル録音機器、マイク等議場音響設備、音響・映像関連機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 印刷・製本 電子出版 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷、頁物印刷、報告書印刷製本、議会広報誌作成・編集 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 その他物品 その他 デジタル録音機（エディロール、ＩＣレコーダ等）、マイク等議場音響設備（録音機材提案、販売等）、音響・映像関連機器 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 加藤　剛也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 消火器 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 避難器具 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 非常食 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 消防・保安用品 防災用品 県内

柏原計器工業（株） 大阪府柏原市本郷五丁目３番２８号 三浦　直人 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 文具・事務機器 その他 特注ファイル作製、特殊封筒（内容物破損抑止加工封筒・自社特許品） 県外

（株）鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 川又　啓蔵 消防・保安用品 その他 トリアージタック 県外

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 消火器 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 避難器具 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 非常食 県内

（有）柏防災 柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４ 堀田　純 消防・保安用品 その他 消防用品に関わる物 県内

（有）加藤農機商会 佐倉市表町３丁目１４番地１０ 加藤　毅 農業用機器及び資材 農機具 県内

（有）加藤農機商会 佐倉市表町３丁目１４番地１０ 加藤　毅 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内
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（有）加藤農機商会 佐倉市表町３丁目１４番地１０ 加藤　毅 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 土木・建築用機器及び資材 その他 土嚢袋、配管材、グレーチング 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 農機具 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）香取 千葉市花見川区幕張本郷六丁目２４番１９号 香取　覺 日用雑貨・金物 工具 県内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 その他物品 その他 防犯カメラ・防犯機器 市内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 消防・保安用品 防犯用品 市内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 消防・保安用品 防災用品 市内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 消防・保安用品 その他 防犯カメラ 市内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 通信機・家電 その他 防犯カメラ 市内

金生警備保障（株） 木更津市祇園二丁目１６番１４号 河鍋　幸弘 リース その他 防犯カメラ 市内

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 その他物品 選挙備品 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 車両 乗用車 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 車両 軽自動車 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 車両 自動車用品 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 車両 その他 広報車・街宣車 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 文具・事務機器 文房具 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 文具・事務機器 用紙類 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 文具・事務機器 事務機器 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 リース 自動車・船舶 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 通信機・家電 放送機器 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 通信機・家電 無線機器 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 通信機・家電 家電製品 県外

ＫＡＮＡＴＡサービス（株） 大阪府豊中市原田南一丁目１９番３５号 田中　和香奈 不用品買受 自動車 県外

川上機工（株） 群馬県高崎市小八木町３０４番地の２ 吉池　睦 消防・保安用品 その他 オゾン発生装置 県外

川上機工（株） 群馬県高崎市小八木町３０４番地の２ 吉池　睦 産業用機器及び資材 その他 衣類乾燥機 県外

河北印刷（株） 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 中條　遥 印刷・製本 オフセット印刷 県外

河北印刷（株） 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 中條　遥 印刷・製本 特殊印刷 県外

河北印刷（株） 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 中條　遥 印刷・製本 電子出版 県外
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（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 電子出版 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 印刷・製本 その他 図面出力 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 その他物品 その他 地図印刷、図面出力 県内

川崎機工（株） 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 川崎　信明 車両 特種用途自動車 県外

川崎機工（株） 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 川崎　信明 消防・保安用品 防災用品 県外

川崎機工（株） 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 川崎　信明 水道・ガス用資材 その他 同軸押輪、同軸抜止押輪、同軸自在短管、アームロック式同軸抜止装置 県外

カワセコンピュータサプライ（株）　 東京都中央区銀座七丁目１６号１４番銀座イーストビル 川瀬　啓輔 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

カワセコンピュータサプライ（株）　 東京都中央区銀座七丁目１６号１４番銀座イーストビル 川瀬　啓輔 印刷・製本 オフセット印刷 県内

カワセコンピュータサプライ（株）　 東京都中央区銀座七丁目１６号１４番銀座イーストビル 川瀬　啓輔 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）河田商会 千葉市稲毛区天台４丁目１番８号 河田　保 日用雑貨・金物 その他 ビニール袋、ポリッシャー、掃除機、トイレットペーパー、ビルメンテナンス用品、殺虫剤、タイルカーペット、玄関マット、ダストカート 県内

河田フェザー（株） 愛知県名古屋市中村区草薙町一丁目３１番地 河田　敏勝 不用品買受 その他 羽毛ふとん 県外

川名印刷 木更津市請西１丁目２５番４号 川名　實 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

川名印刷 木更津市請西１丁目２５番４号 川名　實 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 その他物品 その他 環境施設運転維持管理関連物品 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 薬品 水道用薬品 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 理化学機器 電気計測器 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 理化学機器 測量機器 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 通信機・家電 その他 多用途ＬＥＤライト 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 薬品 工業薬品 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 薬品 水道用薬品 県内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 理化学機器 気象・公害測定機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 理化学機器 気体分析機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 理化学機器 液体分析機器 準市内
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環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 理化学機器 化学分析機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 その他物品 その他 気象・環境測定機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 リース 電算機 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 リース その他 理化学機器、気象・環境測定機器 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 薬品 検査試薬 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 薬品 工業薬品 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 薬品 工業用ガス 準市内

環境計測（株） 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 品川　武志 薬品 防疫剤 準市内

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 川久保　知一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 川久保　知一 リース 電算機 県外

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 電話交換機 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 放送機器 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 無線機器 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 家電製品 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 通信機・家電 照明器具 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 リース 電算機 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 リース 電気・通信機器 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 リース その他 音響機器、音楽 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）関東甲信クボタ 埼玉県さいたま市桜区西堀五丁目２番３６号 冠　康夫 農業用機器及び資材 農機具 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 薬品 医療用ガス 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 薬品 工業薬品 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 薬品 工業用ガス 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 薬品 水道用薬品 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 薬品 その他 医療用工業用各種ボンベ 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 消防・保安用品 防災用品 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 消防・保安用品 その他 コンプレッサー　空気ボンベ　酸素ボンベ 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 その他物品 その他 非常用給水袋 県内

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 土木・建築用機器及び資材 その他 塩化カルシウム 県内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 水道・ガス用資材 水道管 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 水道・ガス用資材 パイプ 市内

関東電子（株） 千葉市中央区神明町５番地１５ 眞壁　利広 通信機・家電 無線機器 県内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 放送機器 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 無線機器 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 家電製品 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 照明器具 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 空調機器 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 通信機・家電 その他 無線機 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 消防・保安用品 防災用品 市内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 消防・保安用品 その他 防犯カメラ等　非常用発電機等 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 電算機・電算用品 その他 コンピュータ 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 その他物品 その他 防災無線　業務用無線機 市内

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 薬品 検査試薬 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 薬品 培地 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 薬品 工業薬品 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 薬品 水道用薬品 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 薬品 防疫剤 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 理化学機器 気体分析機器 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 理化学機器 液体分析機器 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 理化学機器 化学分析機器 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 理化学機器 実験用機器・什器 県外

岳南化学（株） 東京都港区新橋五丁目３２番６号 井村　正寿 消防・保安用品 防災用品 県外

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 不用品買受 金属くず 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 不用品買受 紙・繊維くず 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 不用品買受 資源物 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 不用品買受 その他 非鉄くず、ペットボトル 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋 県内

ガラスリソーシング（株） 銚子市春日町７４０番地の１ 赤坂　修 その他物品 その他 指定ごみ袋 県内

（株）キーペックス 千葉市中央区中央港二丁目４番４号 齊藤　進 その他物品 ダンボール 県内

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 看板・模型 標識 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 消防・保安用品 防災用品 県外

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 リース 電算機 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 リース 医療機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 リース 電気・通信機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 文具・事務機器 事務機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 通信機・家電 無線機器 市内

木更津ビジネスマシン（株） 木更津市長須賀２０９１番地１ 平松　三男 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 日用雑貨・金物 その他 ゴミ袋製造販売 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 金属くず 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 紙・繊維くず 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 機械 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 自動車 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 自転車 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 資源物 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 不用品買受 その他 水道メーター買取・スクラップ買取・遺失物買取 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内
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（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 農業用機器及び資材 その他 食品リサイクル肥料販売 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 その他物品 ごみ処理装置 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 その他物品 ダンボール 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 その他物品 その他 ゴミ袋製造販売・遺失物買取 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 乗用車 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 貨物自動車 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 軽自動車 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 自動車修理 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 タイヤ 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 車両 自動車用品 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 リース 自動車・船舶 市内

木更津三菱自動車販売（株） 袖ケ浦市今井一丁目２番地 花澤　謙一 不用品買受 自動車 市内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 通信機・家電 空調機器 県内

（株）機材センター小川屋 東金市東金３７５番地１ 小川　武子 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 水道・ガス用資材 水道管 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 リース 仮設建物 市内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 消火器 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 非常食 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 通信機・家電 無線機器 県内

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 消防・保安用品 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 車両 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 船舶・航空機 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外
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（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 室内装飾品 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 家具・什器 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 運動用品 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 土木・建築用機器及び資材 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 農業用機器及び資材 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 川村　卓也 産業用機器及び資材 その他 抗ウイルス抗菌コーティング等 県外

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 金物 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 塗料 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 日用雑貨・金物 荒物 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 靴・革製品 革靴 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 靴・革製品 手袋 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 靴・革製品 雨衣 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 農業用機器及び資材 その他 草刈機・チェーンソー 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 産業用機器及び資材 木工用機械 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

（有）君津銚子屋商店 君津市外箕輪四丁目３１番６号 鈴木　正行 産業用機器及び資材 電動工具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 家具・什器 木製家具・什器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 家具・什器 特注家具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 印刷・製本 オフセット印刷 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 印刷・製本 フォーム印刷 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 文具・事務機器 文房具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 文具・事務機器 用紙類 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 文具・事務機器 事務機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 文具・事務機器 印章 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 消防・保安用品 災害救助機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 消防・保安用品 非常食 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 消防・保安用品 防犯用品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 消防・保安用品 防災用品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 通信機・家電 放送機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 通信機・家電 家電製品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 通信機・家電 照明器具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 通信機・家電 空調機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 書籍・教材 書籍 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 書籍・教材 地図 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 書籍・教材 教材 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 繊維・寝具 作業服・事務服 市内
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君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 繊維・寝具 帽子 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 記念品・贈答品 販促用品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 記念品・贈答品 記念品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 理化学機器 測量機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 理化学機器 実験用機器・什器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 写真機 写真機 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 写真機 フィルム 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 写真機 ＤＥＰ 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 日用雑貨・金物 工具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 靴・革製品 手袋 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 室内装飾品 じゅうたん 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 室内装飾品 カーテン 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 室内装飾品 ブラインド 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 看板 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 掲示板・標示板 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 標識 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 黒板 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 運動用品 運動用品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 運動用品 体育器具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 運動用品 運動衣 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 運動用品 レジャー用品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 産業用機器及び資材 電動工具 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 リース 電算機 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 リース 電気・通信機器 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 その他物品 ダンボール 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 その他物品 選挙備品 市内

君津ビジネスサービス（株） 君津市大和田６６７番地 北見　文子 その他物品 遊具 市内

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 土木・建築用機器及び資材 その他 凍結防止剤、融雪剤、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、尿素 県外

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 運動用品 運動用品 県外

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 運動用品 その他 塩化カルシウム、グランド用白線、プール用消毒剤 県外

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 薬品 工業薬品 県外

（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 薬品 水道用薬品 県外
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（株）木村徳太郎商店 東京都文京区後楽二丁目５番１号 木村　基治 薬品 防疫剤 県外

木村プログレス工業（株） 銚子市犬吠埼９５１２番地の２ 木村　隆正 薬品 工業薬品 県内

木村プログレス工業（株） 銚子市犬吠埼９５１２番地の２ 木村　隆正 看板・模型 掲示板・標示板 県内

木村プログレス工業（株） 銚子市犬吠埼９５１２番地の２ 木村　隆正 看板・模型 その他 選挙ポスター掲示場掲示板 県内

九電みらいエナジー（株） 福岡県福岡市中央区薬院三丁目２番２３号ＫＭＧビル 水町　豊 燃料・電力 電力 県外

共栄海運（株） 木更津市潮見３丁目１４番１号 平井　秀幸 燃料・電力 自動車燃料 市内

共栄海運（株） 木更津市潮見３丁目１４番１号 平井　秀幸 燃料・電力 燃料油 市内

共栄海運（株） 木更津市潮見３丁目１４番１号 平井　秀幸 燃料・電力 潤滑油 市内

共栄建材工業（株） 埼玉県三郷市三郷一丁目１４番地１３ 中嶋　智仁 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 薬品 医療用ガス 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 薬品 工業用ガス 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 医療用機器・衛生材料 その他 大人用紙おむつ 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 看板 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 標識 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 看板・模型 その他 表札、シール 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 室内装飾品 その他 ファブリックパネル、腕章、たれ幕 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 その他物品 選挙備品 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 その他物品 遊具 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 その他物品 その他 カッティングシート 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 印刷・製本 その他 シール・ラベル、印刷物の企画・編集 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 繊維・寝具 天幕 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 繊維・寝具 その他 繊維製のれん 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 文具・事務機器 その他 アクリルケース、リーフレットケース 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 消防・保安用品 その他 パトランプ 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 日用雑貨・金物 その他 パーテーション、コースター、キーホルダー 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 家具・什器 その他 座席部分が布製の椅子、パーテーション 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外
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協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 通信機・家電 放送機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 通信機・家電 無線機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 理化学機器 電気計測器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 理化学機器 測量機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 リース 電算機 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 リース 電気・通信機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 文具・事務機器 事務機器 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 印刷・製本 オフセット印刷 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 印刷・製本 フォーム印刷 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 印刷・製本 活版印刷 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 印刷・製本 特殊印刷 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 看板・模型 看板 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 看板・模型 掲示板・標示板 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 記念品・贈答品 販促用品 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 文具・事務機器 印章 市内

協和電子印刷（株） 木更津市永井作３６３番地 平野　正彦 その他物品 ダンボール 市内

共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５番１９号 橋本　正明 薬品 工業薬品 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 その他物品 ごみ処理装置 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 その他物品 その他 ごみ処理施設関連部品 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 車両 特殊車 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 車両 特種用途自動車 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 車両 自動車用品 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 産業用機器及び資材 その他 ごみ処理施設関連機器及び部品 県外

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 印刷・製本 その他 ハザードマップ、台帳等の作成、印刷 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 電算機・電算用品 その他 下水道台帳システムに係るコンピュータ 県内

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 書籍・教材 教材 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 書籍・教材 教育機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 書籍・教材 理科実験機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 書籍・教材 実習用機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 写真機 写真機 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 写真機 映写機 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 写真機 フィルム 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 写真機 ＤＥＰ 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 電話交換機 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 放送機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 無線機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 家電製品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 照明器具 県外
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桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 通信機・家電 空調機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 消防・保安用品 防犯用品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 消防・保安用品 防災用品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 文具・事務機器 事務機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 金物 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 工具 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 塗料 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 日用雑貨・金物 荒物 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 水道・ガス用資材 バルブ 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 水道・ガス用資材 水道管 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 農業用機器及び資材 種苗・種子 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 農業用機器及び資材 園芸用資材 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 産業用機器及び資材 電動工具 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 オフセット印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 フォーム印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 活版印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 特殊印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 地図印刷 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 印刷・製本 電子出版 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 文具・事務機器 文房具 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 文具・事務機器 用紙類 県内

近畿日本ツーリスト（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 高浦　雅彦 文具・事務機器 事務機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 じゅうたん 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 カーテン 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 ブラインド 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 建具 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 室内装飾品 畳 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 家具・什器 木製家具・什器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 家具・什器 特注家具 県内
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キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 電話交換機 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 放送機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 無線機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 家電製品 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 照明器具 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 通信機・家電 空調機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 電算機 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 医療機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 寝具・オムツ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 電気・通信機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 自動車・船舶 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 仮設建物 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 リース 植木・鉢物 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 文具・事務機器 文房具 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 文具・事務機器 用紙類 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 文具・事務機器 事務機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 帽子 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 白衣 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 寝具 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 繊維・寝具 天幕 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 日用雑貨・金物 食器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 靴・革製品 病院用シューズ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 乗用車 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 貨物自動車 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 軽自動車 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 バス 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 特殊車 県内
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キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 特種用途自動車 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 二輪車 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 自動車修理 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 タイヤ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 車両 自動車用品 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 その他物品 ガラス・フィルム 県内

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 松原　達也 その他物品 遊具 県内

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 リース 電算機 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）金聖堂情報システム 埼玉県日高市梅原９９番地２ 金子　忠弘 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 通信機・家電 放送機器 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 通信機・家電 無線機器 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 通信機・家電 家電製品 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 通信機・家電 照明器具 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 リース 電算機 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 リース 電気・通信機器 県内

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 白井　義美 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 白井　義美 リース 電気・通信機器 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 書籍・教材 書籍 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 書籍・教材 地図 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 書籍・教材 教材 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 印刷・製本 電子出版 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 リース 電算機 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外
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（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 看板・模型 看板 県外

（株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 成吉　弘次 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

ぎょうせいデジタル（株） 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 木村　真幸 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

ぎょうせいデジタル（株） 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 木村　真幸 印刷・製本 オフセット印刷 県外

ぎょうせいデジタル（株） 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 木村　真幸 印刷・製本 電子出版 県外

ぎょうせいデジタル（株） 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 木村　真幸 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷 県外

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 リース 電算機 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 オフセット印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 フォーム印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 活版印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 特殊印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 地図印刷 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 印刷・製本 電子出版 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 書籍・教材 書籍 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 書籍・教材 地図 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 印刷・製本 電子出版 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）クオラス 東京都品川区大崎二丁目１番１号 松下　幸生 その他物品 その他 オフセット印刷、フォーム印刷、活版印刷、特殊印刷、軽オフセット印刷、地図印刷、電子出版 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 薬品 水道用薬品 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 理化学機器 電気計測器 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 理化学機器 測量機器 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 水道・ガス用資材 バルブ 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 消防・保安用品 防災用品 県外
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クボキ水工（株） 香取市牧野２０１３番地 久保木　一三 薬品 工業薬品 県内

クボキ水工（株） 香取市牧野２０１３番地 久保木　一三 薬品 水道用薬品 県内

クボキ水工（株） 香取市牧野２０１３番地 久保木　一三 薬品 その他 食品添加物 県内

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 車両 特種用途自動車 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 その他物品 その他 活性炭等 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 水道・ガス用資材 バルブ 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 水道・ガス用資材 水道管 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 水道・ガス用資材 その他 上下水道、清掃、粗大ごみ、し尿、浸出水処理施設用機器消耗品等 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 産業用機器及び資材 電動工具 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 産業用機器及び資材 その他 上下水道、清掃、粗大ごみ、し尿、浸出水処理施設用機器消耗品等 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 車両 特種用途自動車 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 薬品 工業薬品 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 薬品 工業薬品 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 薬品 水道用薬品 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 薬品 その他 活性炭　薬品 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 看板・模型 看板 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 日用雑貨・金物 塗料 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 通信機・家電 その他 ペレットストーブ　ペレットボイラー 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 燃料・電力 木炭・石炭 県外

（株）ＣＲＥＡＣＥ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 羽田　早一郎 燃料・電力 その他 ペレット　炭 県外

クリーンテックス（株） 東京都港区新橋５丁目２５番２号 田中　武志 室内装飾品 カーテン 県外

クリーンテックス（株） 東京都港区新橋５丁目２５番２号 田中　武志 室内装飾品 ブラインド 県外

クリーンテックス（株） 東京都港区新橋５丁目２５番２号 田中　武志 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

クリーンテックス（株） 東京都港区新橋５丁目２５番２号 田中　武志 リース その他 カーテン 県外

栗原紙材（株） 東京都荒川区東日暮里一丁目２７番９号 栗原　正雄 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内
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（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 電気計測器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 測量機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 薬品 治療用医薬品 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 薬品 検査試薬 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 薬品 医療用ガス 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 消火器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 非常食 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４番地の６ 栗原　勝 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 水道・ガス用資材 パイプ 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 印刷・製本 電子出版 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）クレステック 静岡県浜松市北区東三方町６９番地 高林　彰 リース 電算機 県外

（株）ＣＲＥＦＴ 東京都足立区竹の塚一丁目４０番１５号庄栄ビル５Ｆ 黒坂　信一 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）ＣＲＥＦＴ 東京都足立区竹の塚一丁目４０番１５号庄栄ビル５Ｆ 黒坂　信一 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）ＣＲＥＦＴ 東京都足立区竹の塚一丁目４０番１５号庄栄ビル５Ｆ 黒坂　信一 日用雑貨・金物 その他 荒物雑貨：自立式スタンドネット（ペットボトル・缶回収用ネット）　折り畳み式ごみ枠ステーション　戸別用ごみボックス他　　※市町村向けごみボックスの作成（カスタマイズ） 県外

（株）ＣＲＥＦＴ 東京都足立区竹の塚一丁目４０番１５号庄栄ビル５Ｆ 黒坂　信一 消防・保安用品 その他 ＦＩＴパワー　耐震補強金具　　土嚢スタンド（土嚢袋を設置し、一人で土嚢が作れるスタンド） 県外

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）グッドコミュニケーションズ 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目３３番地１５ 斉藤　勝人 その他物品 その他 デザイン 県内

（株）グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目５番８号 石井　大地 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目５番８号 石井　大地 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目５番８号 石井　大地 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）グランドユニット 東京都台東区浅草橋三丁目１９番４号ピノチオビル５階 龍　慧子 電算機・電算用品 その他 ソフトウェアの開発・販売 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 不用品買受 その他 不用パソコン及び周辺機器 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 西部　美樹 農業用機器及び資材 その他 ゼオライト 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）グリーンメディカル 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 高橋　陽一郎 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）グローバー 東京都千代田区神田東松下町１３番地　神田プラザビル２Ｆ 平田　勝治 通信機・家電 空調機器 県外

（株）グローバー 東京都千代田区神田東松下町１３番地　神田プラザビル２Ｆ 平田　勝治 産業用機器及び資材 その他 エアコン、空調機、厨房ファン、ダクト 県外

（株）グローバー 東京都千代田区神田東松下町１３番地　神田プラザビル２Ｆ 平田　勝治 厨房機器・浴槽設備 その他 エアコン、空調機、厨房ファン、ダクト 県外

（株）グローバー 東京都千代田区神田東松下町１３番地　神田プラザビル２Ｆ 平田　勝治 その他物品 その他 エアコン、空調機、厨房ファン、ダクト 県外

（株）グローバー 東京都千代田区神田東松下町１３番地　神田プラザビル２Ｆ 平田　勝治 土木・建築用機器及び資材 その他 エアコン、空調機、厨房ファン、ダクト 県外

グローバル情報マネージメント（株） 千葉市中央区問屋町１番５５号 小山　七央 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

グローバル情報マネージメント（株） 千葉市中央区問屋町１番５５号 小山　七央 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

グローバル情報マネージメント（株） 千葉市中央区問屋町１番５５号 小山　七央 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

グローバル情報マネージメント（株） 千葉市中央区問屋町１番５５号 小山　七央 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

グローバル情報マネージメント（株） 千葉市中央区問屋町１番５５号 小山　七央 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ オセイ　トーマスオウス 不用品買受 金属くず 県外

（株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ オセイ　トーマスオウス 不用品買受 自動車 県外

（株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ オセイ　トーマスオウス 不用品買受 自転車 県外

グローリー（株） 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 三和　元純 電算機・電算用品 その他 貨幣処理機・窓口番号受付システム・投票用紙分類機・投票用紙交付機 県内

グローリー（株） 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 三和　元純 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

グローリー（株） 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 三和　元純 その他物品 選挙備品 県内

（株）ケーアンドエス 東京都大田区大森中二丁目１０番１１号 笠井　孝光 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 印刷・製本 地図印刷 市内

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 リース 電算機 県外

Ｒ４．１２．１
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（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 リース 電気・通信機器 県外

（株）ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 高柳　公康 文具・事務機器 事務機器 県外

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 家具・什器 木製家具・什器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 家具・什器 特注家具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 印刷・製本 フォーム印刷 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 文具・事務機器 文房具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 文具・事務機器 用紙類 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 文具・事務機器 事務機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 文具・事務機器 印章 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 消防・保安用品 非常食 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 消防・保安用品 防犯用品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 通信機・家電 放送機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 通信機・家電 家電製品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 通信機・家電 照明器具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 通信機・家電 空調機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 書籍・教材 書籍 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 書籍・教材 地図 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 書籍・教材 教材 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 繊維・寝具 帽子 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 理化学機器 測量機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 理化学機器 実験用機器・什器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 写真機 写真機 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 写真機 フィルム 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 写真機 ＤＥＰ 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 靴・革製品 手袋 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 室内装飾品 じゅうたん 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 室内装飾品 カーテン 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 室内装飾品 ブラインド 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 看板 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 掲示板・標示板 市内
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（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 標識 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 黒板 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 運動用品 運動用品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 運動用品 体育器具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 運動用品 運動衣 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 運動用品 レジャー用品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 リース 電算機 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 リース 電気・通信機器 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 その他物品 ダンボール 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 その他物品 選挙備品 市内

（有）ケービーエス商事 木更津市潮見二丁目７番２号 北見　文子 その他物品 遊具 市内

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 消火器 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 避難器具 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 災害救助機器 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 非常食 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 警察用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 防犯用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 防災用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 消防・保安用品 その他 毛布 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 記念品・贈答品 販促用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 記念品・贈答品 記念品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 日用雑貨・金物 金物 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 日用雑貨・金物 食器 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 日用雑貨・金物 荒物 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 繊維・寝具 帽子 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 繊維・寝具 白衣 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 繊維・寝具 天幕 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 室内装飾品 じゅうたん 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 室内装飾品 カーテン 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 室内装飾品 ブラインド 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 革靴 県外
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恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 病院用シューズ 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 手袋 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 雨衣 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 靴・革製品 皮革製品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 その他物品 食品関係 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 その他物品 選挙備品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 その他物品 葬儀用品 県外

恵愛商事（株） 東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号 藤江　恵子 その他物品 その他 着ぐるみ 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 その他物品 その他 移動ステージ等の公共施設の諸設備及び備品 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 家具・什器 木製家具・什器 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 家具・什器 特注家具 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 文具・事務機器 事務機器 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 書籍・教材 書籍 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 書籍・教材 その他 電子書籍 県外

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 通信機・家電 放送機器 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 通信機・家電 無線機器 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 通信機・家電 家電製品 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 文具・事務機器 文房具 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 文具・事務機器 印章 県内

（株）京成情報システム 市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階 小林　渉 記念品・贈答品 記念品 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 農業用機器及び資材 その他 バラ苗木 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 リース 植木・鉢物 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 文具・事務機器 文房具 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 文具・事務機器 用紙類 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 文具・事務機器 事務機器 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 文具・事務機器 印章 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 印刷・製本 フォーム印刷 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 家具・什器 木製家具・什器 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

ケイティケイ（株） 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 青山　英生 その他物品 その他 オフィス用品全般 県内

（株）ケイテック 印西市草深９４０番地２２ 小林　弘幸 薬品 工業薬品 県内

（株）ケイテック 印西市草深９４０番地２２ 小林　弘幸 薬品 水道用薬品 県内
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（株）ケイテック 印西市草深９４０番地２２ 小林　弘幸 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）ケイテック 印西市草深９４０番地２２ 小林　弘幸 理化学機器 化学分析機器 県内

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 通信機・家電 電話交換機 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 通信機・家電 無線機器 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 通信機・家電 その他 携帯電話・タブレット等 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 リース 電算機 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 リース 電気・通信機器 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 電算機・電算用品 その他 各種サーバー等 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 燃料・電力 電力 県外

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 薬品 工業薬品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 薬品 水道用薬品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 通信機・家電 照明器具 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース 電算機 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース 医療機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース 電気・通信機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース 仮設建物 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 リース その他 家電・照明器具・トレーニングマシーン・歩行補助用具・空調設備 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 医療用機器・衛生材料 その他 医療機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 電気計測器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 測量機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 度量衡 県内
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（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 理化学機器 その他 水質計器等 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 消防・保安用品 消火器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 消防・保安用品 その他 消火設備・防災設備 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 運動用品 運動用品 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 運動用品 武道具 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 運動用品 体育器具 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 運動用品 運動衣 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 その他物品 遊具 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 その他物品 その他 ガス空調機 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 その他物品 ごみ処理装置 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 その他物品 その他 ＧＨＰ（ガス空調設備） 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 水道・ガス用資材 その他 ガス空調器、電気防食用資材 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木・建築用機器及び資材 その他 電気防食用資材 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 厨房機器・浴槽設備 その他 ＧＨＰ（ガス空調設備） 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 リース その他 省エネ省コスト設備、ＧＨＰ（ガス空調設備） 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 薬品 検査試薬 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 薬品 培地 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 薬品 工業薬品 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 薬品 水道用薬品 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 気体分析機器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 液体分析機器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 化学分析機器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 顕微鏡 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 電気計測器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 測量機器 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 度量衡 県内

京葉ケミー（株） 市原市五井９０９７番地 大野　智行 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 消火器 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 非常食 県内
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（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 通信機・家電 照明器具 県内

（株）京葉匠房 東京都新宿区水道町４番２４号　磯部ビル１階 齋藤　友基 リース その他 ＬＥＤ電球 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 家具・什器 木製家具・什器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 家具・什器 特注家具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 通信機・家電 無線機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 通信機・家電 家電製品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 通信機・家電 照明器具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 通信機・家電 空調機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 産業用機器及び資材 電動工具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 その他物品 葬儀用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 その他物品 その他 骨壺等 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 カーテン 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 ブラインド 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 建具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 室内装飾品 畳 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 文具・事務機器 文房具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 文具・事務機器 用紙類 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 文具・事務機器 事務機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 帽子 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 白衣 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 寝具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 繊維・寝具 天幕 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 記念品・贈答品 販促用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 記念品・贈答品 記念品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 薬品 工業薬品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 薬品 水道用薬品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 消防・保安用品 非常食 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 消防・保安用品 防犯用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 消防・保安用品 防災用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 食器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 工具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 塗料 県内
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京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 日用雑貨・金物 荒物 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 革靴 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 病院用シューズ 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 手袋 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 雨衣 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 靴・革製品 皮革製品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 車両 乗用車 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 車両 軽自動車 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 車両 自動車用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 車両 その他 ドライブレコーダー、ナビゲーションシステム、バックモニター等 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 看板 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 掲示板・標示板 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 黒板 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 看板・模型 模型・展示品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 運動用品 運動用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 運動用品 体育器具 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 運動用品 運動衣 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 運動用品 レジャー用品 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 電算機 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 医療機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 電気・通信機器 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 自動車・船舶 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 仮設建物 県内

京葉産業（株） 市川市市川南二丁目７番８号　京葉ガス本社南館 森田　英之 リース 植木・鉢物 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 印刷・製本 地図印刷 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 リース 電算機 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 その他物品 その他 千葉県全県航空写真 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 書籍・教材 地図 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 文具・事務機器 事務機器 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 写真機 フィルム 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 写真機 ＤＥＰ 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内
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京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 書籍・教材 書籍 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 看板・模型 看板 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 看板・模型 その他 選挙ポスター掲示板 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 その他物品 選挙備品 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 その他物品 その他 選挙用品 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 印刷・製本 その他 マグネットシート、クリアファイル、路面シート、フロアーグラフィック 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 日用雑貨・金物 その他 啓発品（ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、マスク、救急絆創膏、飛沫ブロッカー、うちわ、花の種、他） 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 繊維・寝具 帽子 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 繊維・寝具 その他 着ぐるみ、蛍光ベスト、タオルハンカチ、Ｔシャツ、ポロシャツ、袢纏、イベントブルゾン、他 県外

（株）コーエイコンピューターシステム 香川県坂出市旭町一丁目１番２７号 尾松　賞昭 文具・事務機器 事務機器 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 不用品買受 金属くず 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 不用品買受 機械 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 不用品買受 自動車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 不用品買受 自転車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 不用品買受 資源物 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 乗用車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 貨物自動車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 軽自動車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 バス 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 特殊車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 特種用途自動車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 二輪車 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 タイヤ 県外

（有）コーシン自動車 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 堀　幸次郎 車両 自動車用品 県外

（株）コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島１丁目１４番１８号 川島　富美子 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）コーヨーテクノ 八千代市島田台１１９０番地１０ 高田　陽吉 不用品買受 金属くず 県内

（株）コーヨーテクノ 八千代市島田台１１９０番地１０ 高田　陽吉 不用品買受 機械 県内

（株）コーヨーテクノ 八千代市島田台１１９０番地１０ 高田　陽吉 不用品買受 自動車 県内

（株）コーヨーテクノ 八千代市島田台１１９０番地１０ 高田　陽吉 不用品買受 自転車 県内

（株）コーヨーテクノ 八千代市島田台１１９０番地１０ 高田　陽吉 不用品買受 資源物 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 特殊印刷 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 地図印刷 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 印刷・製本 電子出版 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 看板・模型 看板 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内
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（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 記念品・贈答品 販促用品 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 記念品・贈答品 記念品 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 リース 電算機 県内

（有）コアコミュニケーション 館山市北条７００番地の２ 児玉　秀一 その他物品 選挙備品 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 薬品 医療用ガス 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 薬品 工業用ガス 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 リース 医療機器 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 リース 寝具・オムツ 県内

コイケ酸商（株） 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 大久保　義孝 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 水道メーター 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 バルブ 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 水道管 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 ガスメーター 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 ガス用資材 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 パイプ 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 水道・ガス用資材 その他 水栓・水栓金具 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 土木・建築用機器及び資材 その他 塩ビ管・塩ビ継手・雨水浸透管・雨水浸透枡 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 産業用機器及び資材 電動工具 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・浅井戸ポンプ・深井戸ポンプ・揚水ポンプ・貯水タンク 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 通信機・家電 家電製品 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 通信機・家電 空調機器 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 通信機・家電 その他 パッケージエアコン・業務用空調機器・空気清浄機 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 厨房機器・浴槽設備 給湯器 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 準市内

（株）小泉東関東 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 湯浅　裕達 厨房機器・浴槽設備 その他 ユニットバス・システムバス・システムキッチン・バリアフリー機器 準市内

弘栄化学（株） 船橋市高根町１７５２番１ 中川　弘 薬品 検査試薬 県内

弘栄化学（株） 船橋市高根町１７５２番１ 中川　弘 薬品 工業薬品 県内

弘栄化学（株） 船橋市高根町１７５２番１ 中川　弘 薬品 水道用薬品 県内

広栄化学工業（株） 習志野市東習志野六丁目１６番１１号 吉田　茂雄 薬品 工業薬品 県内

広栄化学工業（株） 習志野市東習志野六丁目１６番１１号 吉田　茂雄 薬品 水道用薬品 県内

公営事業（株） 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 林　康夫 薬品 工業薬品 県内

公営事業（株） 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 林　康夫 薬品 水道用薬品 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内
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公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 リース 電算機 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 文具・事務機器 事務機器 県内

公益情報システム（株） 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 藤崎　忠夫 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 薬品 治療用医薬品 県外

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 薬品 検査試薬 県外

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）抗加齢医学研究所 東京都港区新橋二丁目１６番１号　ニュー新橋ビル３階３２０ 内田　ひろみ 医療用機器・衛生材料 その他 除菌関連装置・材料等 県外

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 電動工具 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 理化学機器 顕微鏡 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 理化学機器 電気計測器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 理化学機器 測量機器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 理化学機器 実験用機器・什器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 書籍・教材 教育機器 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 車両 特殊車 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 通信機・家電 家電製品 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 通信機・家電 照明器具 県内

興共産業（株） 千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号 水上　修 通信機・家電 空調機器 県内

虹技（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目１番地 山本　幹雄 土木・建築用機器及び資材 その他 下水道用鋳鉄蓋　鋳鉄蓋 県外

虹技（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目１番地 山本　幹雄 水道・ガス用資材 その他 鉄蓋 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 印刷・製本 電子出版 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 文具・事務機器 文房具 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 電算機 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 医療機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 寝具・オムツ 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 電気・通信機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 自動車・船舶 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 仮設建物 県外
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（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース 植木・鉢物 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 リース その他 ＰＣレンタル等 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 書籍 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 地図 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 教材 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 教育機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）広済堂ネクスト 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスＳ館１３階 根岸　千尋 通信機・家電 照明器具 県外

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 薬品 工業薬品 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 薬品 その他 プール用消毒剤 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 水道・ガス用資材 バルブ 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・モーター 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 金属くず 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 紙・繊維くず 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 機械 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 自動車 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 自転車 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 不用品買受 資源物 県内

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 消防・保安用品 その他 構内・構外多言語放送機器（音声合成システム） 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 書籍・教材 教材 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 書籍・教材 その他 多言語翻訳関連ソフト 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 岩城　陽子 リース その他 機械翻訳エンジン 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 運動用品 運動用品 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 運動用品 体育器具 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 運動用品 その他 天然芝管理機具・人工芝管理機具 県外

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 電子出版 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 印刷・製本 その他 シルク印刷 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 文具・事務機器 用紙類 県内

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 藤岡　亮介 通信機・家電 放送機器 県外

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 藤岡　亮介 通信機・家電 その他 議場用音響・映像システム機器（議場カメラ・マイク・アンプ等） 県外
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神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 藤岡　亮介 電算機・電算用品 その他 議会映像配信用システム機器類 県外

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 藤岡　亮介 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 印刷・製本 電子出版 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 文具・事務機器 文房具 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 文具・事務機器 印章 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 記念品・贈答品 その他 ワッペン、腕章 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 看板・模型 標識 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 繊維・寝具 帽子 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 繊維・寝具 天幕 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 書籍・教材 教材 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 靴・革製品 手袋 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 靴・革製品 雨衣 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 靴・革製品 皮革製品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 家具・什器 特注家具 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 運動用品 運動用品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 運動用品 運動衣 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 運動用品 レジャー用品 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 その他物品 ダンボール 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 その他物品 選挙備品 県内

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 水道・ガス用資材 その他 継手　逆止弁　応急給水栓　仮設配管 県外

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 リース その他 仮設配管 県外

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 農業用機器及び資材 その他 仮設配管 県外

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 土木・建築用機器及び資材 その他 仮設配管　メータユニット 県外

（株）光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目１０番１８号 金村　哲志 その他物品 その他 給水部材 県外

光陽（株） 佐倉市ユーカリが丘四丁目１番地１ 山崎　正一 土木・建築用機器及び資材 その他 透魂ソイル、鎌いらず 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内
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国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 リース 電算機 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 リース 電気・通信機器 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 印刷・製本 地図印刷 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 印刷・製本 電子出版 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 その他物品 その他 航空写真、衛星画像 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 印刷・製本 地図印刷 県内

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 理化学機器 測量機器 県外

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 リース 電算機 県外

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 その他物品 その他 自社作成ソフト 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 印刷・製本 オフセット印刷 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 印刷・製本 地図印刷 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 印刷・製本 電子出版 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 書籍・教材 地図 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 書籍・教材 教材 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 看板・模型 掲示板・標示板 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 看板・模型 模型・展示品 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 通信機・家電 無線機器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 通信機・家電 家電製品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 通信機・家電 照明器具 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 通信機・家電 空調機器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 文具・事務機器 文房具 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内
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（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 書籍・教材 楽器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 繊維・寝具 寝具 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 写真機 写真機 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 写真機 映写機 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 写真機 フィルム 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 消火器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 非常食 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 靴・革製品 手袋 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 靴・革製品 雨衣 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 車両 タイヤ 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 車両 自動車用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 車両 その他 自転車 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 室内装飾品 カーテン 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 室内装飾品 畳 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 看板 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 標識 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 黒板 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 運動用品 運動用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 運動用品 レジャー用品 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 その他物品 ダンボール 県内

（株）コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 中澤　裕二 その他物品 遊具 県内

コスメテックスローランド（株） 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 松田　幸助 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

コスメテックスローランド（株） 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 松田　幸助 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

コスメテックスローランド（株） 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 松田　幸助 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

コスメテックスローランド（株） 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 松田　幸助 日用雑貨・金物 荒物 県外

コスメテックスローランド（株） 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 松田　幸助 薬品 その他 手指消毒剤 県外

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 水道・ガス用資材 バルブ 県外

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 水道・ガス用資材 その他 水道用漏水補修金具、飲料水兼用耐震性貯水槽、水道用資機材 県外
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コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 電算機・電算用品 その他 サーバー、ネットワーク機器 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 文具・事務機器 事務機器 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 文具・事務機器 その他 複合機、印刷機・複写機、スキャナー 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 リース 電算機 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 写真機 その他 監視カメラ 県外

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄 通信機・家電 その他 ドローン 県外

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 印刷・製本 オフセット印刷 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 印刷・製本 フォーム印刷 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 印刷・製本 特殊印刷 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 印刷・製本 その他 ラベル印刷 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 医療用機器・衛生材料 その他 自動ラベル貼付機器、ラベルプリンタ、デバイス、ナースカート 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 文具・事務機器 用紙類 県内

小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 小林　友也 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）小林商事 大阪府大阪市西区新町一丁目３２番１６号 南野　真治 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 農機具 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 看板・模型 看板 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 看板・模型 標識 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 看板・模型 黒板 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 消火器 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 避難器具 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 非常食 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 警察用品 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 防犯用品 市内
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（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 運動用品 運動用品 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 運動用品 武道具 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 運動用品 体育器具 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 運動用品 運動衣 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 運動用品 レジャー用品 市内

コベルコ建機日本（株） 市川市二俣新町１７番地 久慈　正紀 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 車両 特殊車 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 車両 自動車修理 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 車両 タイヤ 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 車両 自動車用品 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 リース 自動車・船舶 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 リース その他 建設機械 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 不用品買受 自動車 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 不用品買受 その他 建設機械 県内

コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号 粟井　淳 産業用機器及び資材 その他 清掃機械、運搬機械 県内

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 文具・事務機器 事務機器 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 リース 電算機 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 リース 電気・通信機器 県外

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 リース 寝具・オムツ 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 リース その他 リネン類、カーテン、備品類 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 帽子 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 白衣 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 寝具 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 天幕 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 繊維・寝具 その他 リネン類 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 家具・什器 木製家具・什器 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 家具・什器 特注家具 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 じゅうたん 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 カーテン 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 ブラインド 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 建具 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 室内装飾品 畳 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 消防・保安用品 災害救助機器 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 消防・保安用品 非常食 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 消防・保安用品 防災用品 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 消防・保安用品 その他 災害救助用毛布 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 リース 寝具・オムツ 県内
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（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 帽子 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 白衣 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 寝具 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 繊維・寝具 天幕 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 室内装飾品 カーテン 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 革靴 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 手袋 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 雨衣 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 靴・革製品 皮革製品 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 消防・保安用品 非常食 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 小山　喜康 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

金剛（株） 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 田中　稔彦 家具・什器 木製家具・什器 県外

金剛（株） 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 田中　稔彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

金剛薬品（株） 富山県富山市問屋町一丁目８番７号 黒瀬　雅男 薬品 検査試薬 県内

金剛薬品（株） 富山県富山市問屋町一丁目８番７号 黒瀬　雅男 薬品 工業薬品 県内

金剛薬品（株） 富山県富山市問屋町一丁目８番７号 黒瀬　雅男 薬品 水道用薬品 県内

金剛薬品（株） 富山県富山市問屋町一丁目８番７号 黒瀬　雅男 その他物品 その他 消毒液（医薬品グレード以外） 県内

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 看板・模型 看板 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 看板・模型 標識 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 繊維・寝具 帽子 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 繊維・寝具 天幕 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 靴・革製品 手袋 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 靴・革製品 雨衣 県外

（株）コンツナ 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 山田　賀昭 靴・革製品 皮革製品 県外

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 放送機器 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 無線機器 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 家電製品 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 照明器具 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 空調機器 市内
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（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 通信機・家電 その他 太陽光発電設備 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 産業用機器及び資材 その他 太陽光発電設備 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 電話交換機 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 放送機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 無線機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 家電製品 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 照明器具 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 通信機・家電 空調機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 文具・事務機器 事務機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

コンピュータ利用促進（協） 山梨県甲府市幸町１３番２１号 山上　清 印刷・製本 電子出版 県外

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 岸本　穂 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 岸本　穂 文具・事務機器 文房具 県外

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 岸本　穂 文具・事務機器 その他 回覧板 県外

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 岸本　穂 記念品・贈答品 販促用品 県外

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 岸本　穂 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 並木　則康 文具・事務機器 文房具 県外

（福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 並木　則康 家具・什器 木製家具・什器 県外

（福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 並木　則康 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 並木　則康 書籍・教材 書籍 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 水道・ガス用資材 その他 活性炭 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 薬品 水道用薬品 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 不用品買受 その他 旧ろ過材 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 その他物品 その他 煉瓦 県外

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 村田　吉優 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 村田　吉優 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 村田　吉優 その他物品 その他 サーマルカメラ販売、段ボール仮設ハウス販売 県外

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 消火器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内
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（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 非常食 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防・保安用品 その他 毛布リパック、コロナ対策用品 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 繊維・寝具 帽子 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 繊維・寝具 寝具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 繊維・寝具 天幕 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 靴・革製品 革靴 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 靴・革製品 手袋 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 靴・革製品 雨衣 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 理化学機器 電気計測器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 理化学機器 度量衡 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 通信機・家電 無線機器 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 通信機・家電 照明器具 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 運動用品 レジャー用品 県内

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 船舶・航空機 船舶用品 県内

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 気体分析機器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 液体分析機器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 化学分析機器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 電気計測器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 理化学機器 その他 理化学機械器具類 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 リース その他 環境・計測機器 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 薬品 検査試薬 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 薬品 工業薬品 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 薬品 工業用ガス 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 薬品 水道用薬品 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 薬品 その他 分析計用吸収液 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 産業用機器及び資材 電動工具 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 消火器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 避難器具 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外
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佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 災害救助機器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 非常食 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 防犯用品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 消防・保安用品 防災用品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 じゅうたん 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 カーテン 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 ブラインド 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 建具 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 室内装飾品 畳 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 繊維・寝具 帽子 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 繊維・寝具 白衣 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 繊維・寝具 寝具 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 家具・什器 木製家具・什器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 農業用機器及び資材 種苗・種子 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 農業用機器及び資材 園芸用資材 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 記念品・贈答品 販促用品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 記念品・贈答品 記念品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 革靴 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 病院用シューズ 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 手袋 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 雨衣 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 靴・革製品 皮革製品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 看板 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 掲示板・標示板 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 標識 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 黒板 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 看板・模型 模型・展示品 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 電算機・電算用品 その他 スマートフォン、タブレット端末周辺機器 県外
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佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 燃料・電力 燃料油 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 燃料・電力 潤滑油 県外

佐川アドバンス（株） 東京都江東区新砂一丁目８番１０号 橋本　譲 運動用品 レジャー用品 県外

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 帽子 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 白衣 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 寝具 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 天幕 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 繊維・寝具 その他 浴衣 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 革靴 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 病院用シューズ 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 手袋 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 雨衣 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 皮革製品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 靴・革製品 その他 運動靴 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 消防・保安用品 非常食 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 消防・保安用品 防犯用品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 消防・保安用品 防災用品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 消防・保安用品 その他 簡易ベッド、簡易トイレ 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 医療用機器・衛生材料 その他 非接触型体温計 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 室内装飾品 カーテン 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 室内装飾品 ブラインド 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 日用雑貨・金物 その他 軽量前掛け 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 運動用品 運動用品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 運動用品 武道具 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 運動用品 体育器具 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 運動用品 運動衣 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 運動用品 レジャー用品 県内

サクライ白衣（有） 船橋市高根町１５７６番地１ 櫻井　利一 その他物品 食品関係 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 消火器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 避難器具 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 災害救助機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 非常食 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 警察用品 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 防犯用品 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 消防・保安用品 防災用品 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内
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サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 農業用機器及び資材 農機具 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 革靴 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 病院用シューズ 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 手袋 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 雨衣 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 靴・革製品 皮革製品 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 日用雑貨・金物 金物 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 日用雑貨・金物 工具 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 日用雑貨・金物 荒物 県内

サニーブルースカイ（株） 成田市玉造２丁目１６番地４ 堀内　孝司 日用雑貨・金物 その他 カバン 県内

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 リース 医療機器 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 リース その他 レンタルマット、モップ 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 日用雑貨・金物 その他 清掃用品 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 文具・事務機器 文房具 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 文具・事務機器 その他 トナーカートリッジ 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 繊維・寝具 帽子 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 繊維・寝具 白衣 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 消防・保安用品 非常食 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目１８番１２号 関根　達也 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 消火器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 非常食 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外
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（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 帽子 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 白衣 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 寝具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 繊維・寝具 天幕 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 電気計測器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 測量機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 度量衡 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 産業用機器及び資材 電動工具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 文具・事務機器 文房具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 革靴 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 病院用シューズ 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 手袋 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 雨衣 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 靴・革製品 皮革製品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 乗用車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 貨物自動車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 軽自動車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 特殊車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 特種用途自動車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 二輪車 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 タイヤ 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 車両 自動車用品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 家具・什器 特注家具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 じゅうたん 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 カーテン 県外
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（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 建具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 室内装飾品 畳 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 看板 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 標識 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 黒板 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 看板・模型 模型・展示品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 放送機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 無線機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 家電製品 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 照明器具 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 通信機・家電 空調機器 県外

（株）サムライコネクション 東京都中野区中央一丁目３８番１号 六川　和樹 農業用機器及び資材 園芸用資材 県外

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 消火器 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 避難器具 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 災害救助機器 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 非常食 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 警察用品 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 防犯用品 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 防災用品 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 消防・保安用品 その他 災害用浄水機・投光器 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 医療用機器・衛生材料 その他 コロナ対策品 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 その他物品 その他 非常用食料 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 繊維・寝具 寝具 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 繊維・寝具 その他 寝袋　簡易ベッド 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 産業用機器及び資材 電動工具 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 産業用機器及び資材 その他 発電機 県内

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）サン印刷 東京都杉並区和泉四丁目４０番２９号 清水　竹晴 印刷・製本 電子出版 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 産業用機器及び資材 その他 ポンプ 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外
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（株）サンエス 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 岡田　孝 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）サンエス 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 岡田　孝 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）サンエス 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 岡田　孝 通信機・家電 無線機器 県外

（株）サンエス 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 岡田　孝 通信機・家電 その他 ドライブレコーダー 県外

（株）サンエス 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 岡田　孝 文具・事務機器 事務機器 県外

サンエス警備保障（株） 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 大野　淳史 通信機・家電 無線機器 準市内

サンエス警備保障（株） 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 大野　淳史 通信機・家電 家電製品 準市内

サンエス警備保障（株） 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 大野　淳史 消防・保安用品 防犯用品 準市内

サンエス警備保障（株） 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 大野　淳史 消防・保安用品 防災用品 準市内

サンエス警備保障（株） 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 大野　淳史 リース 電気・通信機器 準市内

（株）サンオート 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 山本　暁彦 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）サンオート 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 山本　暁彦 日用雑貨・金物 その他 次亜塩素酸水、噴霧器 県外

（株）サンオート 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 山本　暁彦 家具・什器 その他 パーテーション 県外

（株）サンオート 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 山本　暁彦 運動用品 その他 バンパー 県外

山王（株） 熊本県熊本市東区戸島西五丁目５番５７号 深水　弘一 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

山王（株） 熊本県熊本市東区戸島西五丁目５番５７号 深水　弘一 土木・建築用機器及び資材 その他 常温合材 県外

三機環境サービス（株） 神奈川県大和市中央林間七丁目１０番１号 松本　昌彦 その他物品 その他 下水処理施設設備機器及び物品全般 県外

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 消火器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 非常食 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 放送機器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 無線機器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 家電製品 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 照明器具 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 通信機・家電 空調機器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 日用雑貨・金物 荒物 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 リース 仮設建物 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 消防・保安用品 消火器 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 通信機・家電 空調機器 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 水道・ガス用資材 パイプ 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 産業用機器及び資材 電動工具 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 消防・保安用品 防災用品 県外
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（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 通信機・家電 放送機器 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 通信機・家電 無線機器 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 通信機・家電 照明器具 県外

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 書籍・教材 書籍 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 書籍・教材 地図 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 書籍・教材 教材 県内

（株）サンケイちば企画 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 新谷　孝 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 薬品 治療用医薬品 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 薬品 医療用ガス 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 薬品 工業薬品 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 薬品 防疫剤 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 消防・保安用品 非常食 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 消防・保安用品 防災用品 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 消防・保安用品 その他 テント・担架 県内

サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 米川　晴美 その他物品 その他 救急医療資機材 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 治療用医薬品 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 検査試薬 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 培地 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 医療用ガス 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 工業薬品 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 防疫剤 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 薬品 その他 動物用医薬品 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 気体分析機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 液体分析機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 化学分析機器 県内
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三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 顕微鏡 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 電気計測器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 測量機器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 度量衡 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 理化学機器 実験用機器・什器 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

三幸医化学薬品（株） 松戸市松戸新田１１７番地の２ 下川　絹次郎 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

（株）三光社 東京都台東区柳橋２丁目９番３号 平塚　隆文 土木・建築用機器及び資材 その他 緑化資材（駐車場緑化・屋上緑化・壁面緑化）・合成樹脂敷板・土木シート・砂利保護材・人工芝・ゴムマット 県外

（株）三光社 東京都台東区柳橋２丁目９番３号 平塚　隆文 農業用機器及び資材 その他 公園資材（芝生保護材・樹名板）・砂苔・防草シート 県外

（株）三光社 東京都台東区柳橋２丁目９番３号 平塚　隆文 室内装飾品 その他 フェイク緑化・人工芝 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 日用雑貨・金物 金物 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 日用雑貨・金物 荒物 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋　ポケットティッシュ　ウェットティッシュ 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 ガラス・フィルム 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 食品関係 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 ごみ処理装置 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 ダンボール 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 選挙備品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 その他物品 その他 一般廃棄物指定収集袋等製造、受注、配送、保管、収納業務　プラスチックコンテナ 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 消防・保安用品 非常食 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 消防・保安用品 警察用品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 消防・保安用品 防犯用品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 消防・保安用品 防災用品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 記念品・贈答品 販促用品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 記念品・贈答品 記念品 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 室内装飾品 カーテン 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 室内装飾品 ブラインド 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 文具・事務機器 文房具 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 文具・事務機器 用紙類 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 文具・事務機器 事務機器 県外

三幸商事（株） 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 黒澤　訓行 文具・事務機器 印章 県外

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 薬品 工業薬品 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 薬品 水道用薬品 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 薬品 防疫剤 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 消防・保安用品 その他 道路凍結防止剤（塩化カルシウム）（塩化ナトリウム） 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 土木・建築用機器及び資材 その他 凍結防止剤（塩化カルシウム）（塩化ナトリウム） 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 その他物品 その他 凍結防止剤（塩化カルシウム）（塩化ナトリウム） 県内

（株）三晃堂 東京都墨田区緑四丁目１２番１０号 満平　進 医療用機器・衛生材料 その他 オゾン発生器 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 通信機・家電 空調機器 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 通信機・家電 その他 非常用蓄電池　小型蓄電池　モバイル蓄電システム　空気清浄機　アルカリイオン水製水器 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 消防・保安用品 防災用品 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 消防・保安用品 その他 非常用蓄電池　非常用バッテリー　モバイル蓄電システム　災害用浄水器　災害時用簡易シャワー 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 産業用機器及び資材 その他 産業用蓄電池　太陽光パネル 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 医療用機器・衛生材料 その他 パルスオキシメーター 県外

三興メイビス（株） 東京都新宿区左門町２０番地７ 庄子　勝弘 車両 タイヤ 県外

三衆物産（株） 船橋市湊町一丁目２１番２０号 水谷　純 不用品買受 金属くず 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 リース 電算機 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 印刷・製本 地図印刷 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 その他物品 遊具 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 その他物品 その他 二酸化チタン光触媒抗菌砂トキサンドクリーン　（砂場用抗菌砂、抗菌剤）　自走砂場清掃篩機すなっぴー（公園、幼稚園、保育園等の砂場清掃機） 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 農業用機器及び資材 農機具 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 農業用機器及び資材 その他 不快害虫・幼虫駆除剤　ニームギャップ　自走砂場清掃篩機すなっぴー（石除去、雑草除去） 県内

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 オフセット印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 フォーム印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 活版印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 特殊印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 地図印刷 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 電子出版 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 印刷・製本 その他 個人情報等を含む印刷物の封入・封緘・圧着はがき作成業務 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 文具・事務機器 用紙類 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

サンメッセ（株） 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 田中　尚一郎 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 液体分析機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 化学分析機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 顕微鏡 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 電気計測器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 測量機器 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 度量衡 県内

サンメディックス（株） 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 森川　智 理化学機器 実験用機器・什器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 気体分析機器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 液体分析機器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 化学分析機器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 顕微鏡 県内
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三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 度量衡 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 実験用機器・什器 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 理化学機器 その他 理化学分析機器・メディカルフリーザー 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 薬品 検査試薬 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 薬品 培地 県内

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 書籍・教材 理科実験機器 県内

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 その他物品 その他 犬鑑札・ゴミ収集枠 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 看板・模型 掲示板・標示板 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 看板・模型 標識 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 看板・模型 ナンバープレート 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 印刷・製本 オフセット印刷 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 印刷・製本 フォーム印刷 県外

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 大多和　康顕 印刷・製本 特殊印刷 県外

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 軽オフセット印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 オフセット印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 フォーム印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 活版印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 特殊印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 地図印刷 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 電子出版 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 印刷・製本 その他 複写製本　封入・封緘発送　大型カラーコピー 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 記念品・贈答品 販促用品 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 記念品・贈答品 記念品 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 記念品・贈答品 その他 クリアファイル等 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 文具・事務機器 用紙類 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 看板・模型 看板 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 看板・模型 のぼり・旗・たすき 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 看板・模型 横断幕・懸垂幕 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 リース 電算機 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 リース 事務機器・視聴覚機器 準市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 リース 電気・通信機器 準市内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 印刷・製本 地図印刷 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 通信機・家電 電話交換機 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 リース 電気・通信機器 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 消防・保安用品 防犯用品 県内

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 通信機・家電 電話交換機 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 通信機・家電 放送機器 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 通信機・家電 無線機器 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 通信機・家電 家電製品 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 消防・保安用品 防犯用品 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 リース 電気・通信機器 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 リース その他 防犯カメラ 県外

（有）三和テック 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　桂史郎 リース 仮設建物 市内

（有）三和テック 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　桂史郎 リース その他 仮設トイレ 市内
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（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 放送機器 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 無線機器 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 家電製品 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 照明器具 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 通信機・家電 空調機器 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 文具・事務機器 文房具 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 文具・事務機器 印章 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 家具・什器 特注家具 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 繊維・寝具 帽子 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 リース 電算機 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 靴・革製品 手袋 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 靴・革製品 雨衣 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 室内装飾品 カーテン 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 看板・模型 黒板 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 通信機・家電 家電製品 市内

（株）サンワビジネス 木更津市高砂三丁目３番１５号 原　健一 運動用品 レジャー用品 市内

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 不用品買受 金属くず 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 不用品買受 機械 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 不用品買受 自動車 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 乗用車 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 貨物自動車 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 軽自動車 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 バス 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 特殊車 県外

（株）ＣＲＳ埼玉 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 加藤　一臣 車両 特種用途自動車 県外
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（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）ＣＳＬ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 電子出版 県外

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 フォーム印刷 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 特殊印刷 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 地図印刷 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 印刷・製本 電子出版 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 記念品・贈答品 販促用品 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 記念品・贈答品 記念品 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 看板・模型 看板 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 リース 電算機 市内

（協）シー・ソフトウェア 木更津市東中央一丁目２番５号大東ビル５Ｆ 谷尾　薫 その他物品 選挙備品 市内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 リース 電算機 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 リース 電気・通信機器 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 リース その他 自社開発業務用ソフトウェアレンタル 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 電算機・電算用品 その他 サーバ・自社開発業務用ソフトウェア 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 文具・事務機器 事務機器 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 消防・保安用品 防災用品 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 消防・保安用品 その他 間仕切段ボール 県内

シーデーシー情報システム（株） 千葉市中央区本千葉町４番３号 音田　昌利 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 非常食 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 繊維・寝具 帽子 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 繊維・寝具 その他 防寒衣 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 運動用品 運動衣 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 靴・革製品 手袋 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 靴・革製品 雨衣 県外
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（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 靴・革製品 皮革製品 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 通信機・家電 無線機器 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 通信機・家電 照明器具 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 通信機・家電 その他 防爆懐中電灯 県外

（株）シグナル 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 加藤　真平 文具・事務機器 文房具 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 不用品買受 金属くず 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 不用品買受 機械 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 不用品買受 資源物 県外

（株）システムハウスアールアンドシー 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 中堀　雅臣 リース 仮設建物 県内

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 リース 電気・通信機器 県外

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 下地　勝也 リース その他 自社開発ソフトウェア、自社利用データセンター内サーバ 県外

（株）シニアライフクリエイト 東京都港区三田三丁目１２番１４号　ニッテン三田ビル６階 高橋　洋 その他物品 その他 給食、配食サービス、弁当等 県外

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 繊維・寝具 白衣 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 繊維・寝具 寝具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 リース 寝具・オムツ 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 リース その他 病衣、白衣、カーテン 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 室内装飾品 カーテン 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 消火器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 非常食 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内
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（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 家具・什器 特注家具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 放送機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 無線機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 家電製品 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 照明器具 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 通信機・家電 空調機器 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 金属くず 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 機械 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 自動車 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 自転車 県内

（株）柴橋商会 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 柴橋　和弘 不用品買受 資源物 県内

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 電算機・電算用品 その他 ネットワーク用ルーター、スイッチ、ＷｉＦｉ機器等 県外

（株）ＳＨＩＦＴ 東京都港区麻布台二丁目４番５号　メソニック３９ＭＴビル 丹下　大 リース 電算機 県外

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 薬品 工業薬品 県内

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 薬品 水道用薬品 県内

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 薬品 その他 活性炭 県内

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 その他物品 その他 活性炭 県内

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 その他物品 その他 工業計器 県外

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 薬品 検査試薬 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 理化学機器 度量衡 県外

（株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８番地 小田　仁志 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 消火器 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 非常食 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 警察用品 県内
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（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防・保安用品 その他 災害用毛布・リパック 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 帽子 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 白衣 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 寝具 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 繊維・寝具 天幕 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 車両 特種用途自動車 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 通信機・家電 無線機器 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 通信機・家電 照明器具 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 靴・革製品 革靴 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 靴・革製品 手袋 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 靴・革製品 雨衣 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 靴・革製品 皮革製品 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 リース その他 防火衣 県内

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 金属くず 県外

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 機械 県外

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 自動車 県外

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 資源物 県外

（株）下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 藤澤　真介 不用品買受 その他 ＯＡ機器　量水器 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 文具・事務機器 用紙類 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 文具・事務機器 事務機器 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 書籍・教材 教材 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 書籍・教材 教育機器 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 通信機・家電 家電製品 県外

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 中山　藤一 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 高本　哲史 書籍・教材 書籍 県外

（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 高本　哲史 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 高本　哲史 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 高本　哲史 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 高本　哲史 その他物品 その他 カラー印刷・パンフレット・リーフレット等 県外

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 印刷・製本 電子出版 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 文具・事務機器 文房具 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 文具・事務機器 用紙類 県内
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（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 文具・事務機器 印章 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 書籍・教材 書籍 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 書籍・教材 教材 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 看板・模型 看板 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 電子出版 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 印刷・製本 その他 仕分け・封入・発送 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 看板 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 標識 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 黒板 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 看板・模型 その他 公営ポスター掲示場設置及び撤去 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 非常食 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 消防・保安用品 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 日用雑貨・金物 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 文具・事務機器 文房具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 文具・事務機器 印章 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 文具・事務機器 その他 オリジナルノベルティ制作 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 書籍・教材 書籍 県内
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（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 書籍・教材 地図 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 書籍・教材 教材 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 書籍・教材 教育機器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 書籍・教材 実習用機器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 帽子 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 白衣 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 寝具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 繊維・寝具 天幕 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 記念品・贈答品 その他 食品贈答品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 医療用機器・衛生材料 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 靴・革製品 手袋 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 靴・革製品 雨衣 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 家具・什器 特注家具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 家具・什器 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 室内装飾品 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 運動用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 武道具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 体育器具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 運動衣 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 レジャー用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 運動用品 その他 感染症対策ソリューション 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 農業用機器及び資材 農機具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他物品 ダンボール 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他物品 選挙備品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他物品 遊具 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他物品 葬儀用品 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他物品 その他 自治体ごみ指定袋、資源ごみ回収袋、ペットボトル回収ネット、飛散防止ネット 県内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 薬品 検査試薬 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 薬品 工業薬品 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 薬品 水道用薬品 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 水道・ガス用資材 バルブ 市内
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昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 水道・ガス用資材 パイプ 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 水道・ガス用資材 その他 パッキン類 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 産業用機器及び資材 金属加工用機械 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 産業用機器及び資材 木工用機械 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 産業用機器及び資材 電動工具 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 日用雑貨・金物 工具 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 通信機・家電 空調機器 市内

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 靴・革製品 手袋 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 靴・革製品 皮革製品 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 医療用機器・衛生材料 その他 手指アルコール除菌クリーナー等 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 運動用品 運動用品 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 その他物品 選挙備品 県外

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区上飯田町２８６番地１ 平井　洋一 その他物品 その他 養生シート 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 印刷・製本 電子出版 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 看板・模型 看板 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 書籍・教材 書籍 県外

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 書籍・教材 地図 県外

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 印刷・製本 オフセット印刷 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 印刷・製本 フォーム印刷 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 印刷・製本 地図印刷 県内

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 消防・保安用品 避難器具 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 消防・保安用品 防災用品 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 消防・保安用品 その他 汚水処理剤 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 通信機・家電 空調機器 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 産業用機器及び資材 その他 アシストスーツ 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

昭和電子（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目１０番地 岡沢　義隆 土木・建築用機器及び資材 その他 吸水性土嚢 県外

松和フィルム 松戸市高柳新田２００番地の２０ 松倉　健治 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 文具・事務機器 文房具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 文具・事務機器 用紙類 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 文具・事務機器 事務機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 文具・事務機器 印章 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 教材 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 教育機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 理科実験機器 市内
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（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 実習用機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 視聴覚教育機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 楽器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 ミシン・編み機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 リース 電算機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 リース 医療機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 リース 電気・通信機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 家具・什器 木製家具・什器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 電話交換機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 放送機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 家電製品 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 照明器具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 通信機・家電 空調機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 印刷・製本 フォーム印刷 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 印刷・製本 活版印刷 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 印刷・製本 特殊印刷 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 繊維・寝具 白衣 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 繊維・寝具 寝具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 繊維・寝具 天幕 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 薬品 検査試薬 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 薬品 防疫剤 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 医療用機器・衛生材料 介護用機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 理化学機器 顕微鏡 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 理化学機器 度量衡 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 理化学機器 実験用機器・什器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 写真機 写真機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 写真機 映写機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 消防・保安用品 非常食 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 靴・革製品 手袋 市内
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（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 室内装飾品 じゅうたん 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 室内装飾品 カーテン 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 室内装飾品 ブラインド 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 看板・模型 看板 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 看板・模型 黒板 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 運動用品 運動用品 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 運動用品 武道具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 運動用品 体育器具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 その他物品 ガラス・フィルム 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 その他物品 遊具 市内

（有）しらいし 君津市中野一丁目２２番１号 白石　拓也 その他物品 その他 ＱＵＯカード 市内

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 室内装飾品 その他 舞台幕 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 その他物品 その他 舞台装置、舞台大道具、演台、スクリーン、舞台用品 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 通信機・家電 その他 舞台照明器具、舞台音響機器 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 家具・什器 木製家具・什器 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 家具・什器 特注家具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 文具・事務機器 文房具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 文具・事務機器 用紙類 県内
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（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 文具・事務機器 印章 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 消火器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 非常食 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 帽子 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 白衣 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 寝具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 繊維・寝具 天幕 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 電気計測器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 測量機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 度量衡 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 カーテン 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 建具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 室内装飾品 畳 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 放送機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 無線機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 家電製品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 照明器具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 通信機・家電 空調機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 運動用品 運動用品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 運動用品 武道具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 運動用品 体育器具 県内
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（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 運動用品 運動衣 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 運動用品 レジャー用品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 電算機 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 医療機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 寝具・オムツ 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 電気・通信機器 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 自動車・船舶 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 仮設建物 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 リース 植木・鉢物 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 食品関係 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 ダンボール 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 選挙備品 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 遊具 県内

（株）シルバーとっぷ 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 外山　慎司 その他物品 葬儀用品 県内

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 放送機器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 無線機器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 家電製品 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 通信機・家電 その他 監視カメラ・サーマルカメラ・アルコール測定器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 リース 電気・通信機器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 放送機器 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 無線機器 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 家電製品 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 照明器具 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 空調機器 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 通信機・家電 その他 バッテリー 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 金物 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 食器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 工具 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 塗料 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 荒物 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 日用雑貨・金物 その他 ゴミ袋・手提げ袋 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 オフセット印刷 県内
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シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 フォーム印刷 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 活版印刷 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 特殊印刷 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 地図印刷 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 印刷・製本 電子出版 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 看板 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 掲示板・標示板 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 黒板 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 看板・模型 模型・展示品 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 農機具 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 気体分析機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 液体分析機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 化学分析機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 顕微鏡 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 電気計測器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 測量機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 度量衡 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 理化学機器 実験用機器・什器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 文具・事務機器 文房具 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 文具・事務機器 用紙類 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 文具・事務機器 事務機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 文具・事務機器 印章 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 運動用品 運動用品 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 運動用品 武道具 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 運動用品 体育器具 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 運動用品 運動衣 県内

シンガタ（株） 千葉市花見川区大日町１３２８番地１号 酒井　俊英 運動用品 レジャー用品 県内

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外
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（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 リース 医療機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 薬品 検査試薬 県外

（株）新型コロナ対策 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 山田　豪 薬品 工業用ガス 県外

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 松田　敏之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 松田　敏之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 松田　敏之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 松田　敏之 リース 電算機 県外

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 書籍・教材 その他 電子黒板 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 リース 電算機 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 リース 電気・通信機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 リース その他 パッケージソフトウェア 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 無線機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）ＳＨＩＮＫＯ 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 福留　泰蔵 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 運動用品 運動用品 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 運動用品 武道具 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 運動用品 体育器具 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 運動用品 運動衣 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 運動用品 その他 運動靴 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 水道・ガス用資材 バルブ 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 水道・ガス用資材 水道管 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 消火器 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 避難器具 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 災害救助機器 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 非常食 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 防犯用品 県外

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区日本橋人形町三丁目１０番２号 石崎　健太 消防・保安用品 防災用品 県外

新晃アトモス（株） 東京都江東区新大橋一丁目１１番４号 内海　昭則 通信機・家電 空調機器 県外

新興鉄鋼（株） 東京都江東区亀戸６丁目２４番８‐２０６号 佐々木　秀三 不用品買受 金属くず 県外

新興鉄鋼（株） 東京都江東区亀戸６丁目２４番８‐２０６号 佐々木　秀三 不用品買受 機械 県外
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新興鉄鋼（株） 東京都江東区亀戸６丁目２４番８‐２０６号 佐々木　秀三 不用品買受 自動車 県外

新興鉄鋼（株） 東京都江東区亀戸６丁目２４番８‐２０６号 佐々木　秀三 不用品買受 自転車 県外

新興鉄鋼（株） 東京都江東区亀戸６丁目２４番８‐２０６号 佐々木　秀三 不用品買受 その他 遺失物 県外

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 看板 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 掲示板・標示板 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 標識 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 黒板 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 ナンバープレート 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 看板・模型 その他 交通安全施設用品 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木・建築用機器及び資材 その他 交通安全施設用品 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 消防・保安用品 防災用品 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 消防・保安用品 その他 交通安全施設用品等 県内

（有）伸常興業 東京都墨田区東向島六丁目１６番１０号 寺沢　常仁 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 治療用医薬品 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 検査試薬 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 培地 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 工業薬品 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 水道用薬品 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 薬品 防疫剤 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 理化学機器 測量機器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 消防・保安用品 非常食 県内

（株）新星医薬商事 千葉市中央区都町８丁目５番２７号 森本　一幹 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 記念品・贈答品 販促用品 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 記念品・贈答品 記念品 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 記念品・贈答品 その他 反射材キーホルダー、反射キャッチバンド、 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 繊維・寝具 帽子 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外
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（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 繊維・寝具 その他 反射材付きベスト・ブルゾン 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 看板・模型 その他 立て看板、飛び出し注意標識、飛び出し注意看板 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 日用雑貨・金物 荒物 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 文具・事務機器 文房具 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 書籍・教材 その他 交通安全教室用信号機 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 消防・保安用品 防犯用品 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 消防・保安用品 防災用品 県外

（有）新生社 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 竹原　義幸 消防・保安用品 その他 消防防災啓発用品、防犯啓発用品、防犯パトロール用品 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 通信機・家電 放送機器 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 通信機・家電 無線機器 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 通信機・家電 照明器具 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 通信機・家電 空調機器 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

新南（株） 東京都品川区上大崎４丁目５番３３号 斉藤　恭平 不用品買受 資源物 県外

新南（株） 東京都品川区上大崎４丁目５番３３号 斉藤　恭平 不用品買受 その他 ペットボトル 県外

新日本化成（株） 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 岩月　友洋 薬品 工業薬品 県内

新日本化成（株） 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 岩月　友洋 薬品 水道用薬品 県内

新日本化成（株） 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 岩月　友洋 薬品 防疫剤 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 厨房機器・浴槽設備 その他 消毒保管庫、炊飯器等 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 日用雑貨・金物 金物 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 日用雑貨・金物 食器 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 繊維・寝具 帽子 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 繊維・寝具 白衣 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 産業用機器及び資材 その他 自動券売機、自動改札機、自動両替機、料金収受機、ＩＣカード販売機、遠方監視制御装置 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 リース その他 自動券売機リース 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 車両 その他 移動電源車（市販車両に自社製品を架装） 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 電子出版 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 印刷・製本 その他 封筒、シール 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 看板・模型 看板 県内
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（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）シンポウコーポレーション 船橋市夏見台三丁目１２番２５号 竹口　朋子 その他物品 ダンボール 県内

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 車両 特殊車 県内

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 車両 特種用途自動車 県内

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 車両 その他 脱着車用コンテナ 県内

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 電話交換機 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 放送機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 無線機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 家電製品 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 照明器具 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 空調機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 通信機・家電 その他 監視カメラ、ＬＣＸ、通信用ケーブル、非常通報装置、ＧＰＳ装置 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 避難器具 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 非常食 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 防犯用品 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 防災用品 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防・保安用品 その他 火災感知器、消火器格納箱 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 電算機・電算用品 その他 ネットワーク機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 産業用機器及び資材 電動工具 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 産業用機器及び資材 その他 自動制御装置、蓄電池 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 理化学機器 電気計測器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 理化学機器 測量機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 理化学機器 その他 環境測定器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 文具・事務機器 事務機器 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 水道・ガス用資材 バルブ 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

シンリュウ（株） 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 小澤　忠 書籍・教材 実習用機器 県外

シンリュウ（株） 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 小澤　忠 書籍・教材 その他 陶芸窯、粘土練機、陶芸用粘土、釉薬、陶芸用品 県外

シンレキ工業（株） 東京都大田区蒲田５丁目３８番１号 田中　正晴 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 産業用機器及び資材 電動工具 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 産業用機器及び資材 その他 破砕機、モーター、撹拌機、減速機、変速機、送風機、機械交換部品 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 燃料・電力 潤滑油 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 日用雑貨・金物 塗料 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 薬品 工業薬品 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 医療用機器・衛生材料 その他 手指消毒用アルコール（医薬部外品）、除菌用アルコール 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 消防・保安用品 その他 手指消毒用アルコール（医薬部外品）、除菌用アルコール 県外
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信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 薬品 工業薬品 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 薬品 その他 手指消毒用アルコール（医薬部外品）、除菌用アルコール 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 日用雑貨・金物 その他 手指消毒用アルコール（医薬部外品）、除菌用アルコール 県外

信和アルコール産業（株） 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 木本　匡亮 その他物品 その他 手指消毒用アルコール（医薬部外品）、除菌用アルコール 県外

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 帽子 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 白衣 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 寝具 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 天幕 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 繊維・寝具 その他 警備服、交通安全制服 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 消火器 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 避難器具 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 非常食 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 警察用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 防犯用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 消防・保安用品 その他 防災ボックス、簡易トイレ、段ボール間仕切り、避難所用ベッド、テント、自主防災倉庫 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 その他物品 その他 除菌水、手指消毒液、マスク等　避難所、衛生用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 革靴 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 手袋 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 雨衣 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 靴・革製品 皮革製品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 記念品・贈答品 その他 各市キャラクター商品（ぬいぐるみ、オリジナルピンバッジ、オリジナルマグカップ等） 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 文具・事務機器 文房具 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 文具・事務機器 その他 オリジナルノート、ステッカー、シール作成 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 日用雑貨・金物 金物 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 日用雑貨・金物 荒物 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 日用雑貨・金物 その他 投光器、発電機、蓄電器 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 室内装飾品 その他 避難所敷物等、扇風機、ミストファン、パーテーション 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 看板 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 標識 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 黒板 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 看板・模型 その他 学校旗 市内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 運動用品 運動衣 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 運動用品 レジャー用品 市内

（有）親和商店 君津市人見１２０４番地 窪田　謙 運動用品 その他 アウトドア用品 市内

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 電算機・電算用品 その他 無停電電源装置、直流電源装置、各種電源装置 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 通信機・家電 その他 無停電電源装置、直流電源装置、各種電源装置 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 水道・ガス用資材 その他 無停電電源装置、直流電源装置、各種電源装置 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 農業用機器及び資材 その他 変電機器、受配電設備、無停電電源装置、直流電源装置、各種電源装置 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 産業用機器及び資材 その他 変電機器、受配電設備、無停電電源装置、直流電源装置、各種電源装置 県外

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 東京都大田区大森北４丁目８番１号 東　大道 通信機・家電 その他 蓄電池 県内

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 東京都大田区大森北４丁目８番１号 東　大道 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

ジーエルサイエンス（株） 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 長見　善博 理化学機器 気体分析機器 県内

ジーエルサイエンス（株） 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 長見　善博 理化学機器 液体分析機器 県内

ジーエルサイエンス（株） 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 長見　善博 理化学機器 化学分析機器 県内

ジーエルサイエンス（株） 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 長見　善博 薬品 検査試薬 県内

ジーエルサイエンス（株） 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 長見　善博 薬品 その他 標準試薬　反応試薬等 県内

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 町田　敦 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 看板 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 標識 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 黒板 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 京都府長岡京市城の里１０番地９ 綾部　英寿 日用雑貨・金物 その他 指定袋、ごみ袋、ボランティア袋 県外

（株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 京都府長岡京市城の里１０番地９ 綾部　英寿 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＪＲＣシステムサービス（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 通信機・家電 無線機器 県外

ＪＲＣシステムサービス（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 その他物品 その他 管理制御設備、音響設備 県外

ＪＲＣシステムサービス（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 リース 電気・通信機器 県外

ＪＲＣシステムサービス（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 リース その他 音響放送設備 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 文具・事務機器 その他 ОＣＲ 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 消防・保安用品 その他 消火剤 県外

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 松田　真人 印刷・製本 フォーム印刷 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 消防・保安用品 その他 緊急対策用浄水装置 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 理化学機器 その他 残留塩素計、ｐｈ計、濁度計 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 産業用機器及び資材 その他 薬品注入機、膜ろ過装置、テレスコープ、緊急対策用浄水装置 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 水道・ガス用資材 その他 薬品注入機、膜ろ過装置、テレスコープ、緊急対策用浄水装置 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 その他物品 その他 薬品注入機、膜ろ過装置、テレスコープ、緊急対策用浄水装置 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 印刷・製本 その他 計量票、パンチカード 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 理化学機器 電気計測器 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 理化学機器 度量衡 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 産業用機器及び資材 その他 計量・計測機器 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 水道・ガス用資材 バルブ 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 水道・ガス用資材 その他 浄水場に係る機器・部品・資材 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 薬品 工業薬品 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 薬品 その他 重金属安定剤、無機凝集剤、高分子凝集剤 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 産業用機器及び資材 その他 ディーゼル機関部品、水処理施設、汚泥処理施設、汚泥再生処理施設の機器・資材 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 リース 医療機器 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 その他物品 その他 薬剤、ろ布 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 電話交換機 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 放送機器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 無線機器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 家電製品 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 照明器具 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 通信機・家電 空調機器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 家具・什器 木製家具・什器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 家具・什器 特注家具 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 リース 電気・通信機器 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 文具・事務機器 文房具 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 文具・事務機器 用紙類 県外

ＪＦＥコムサービス（株） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 國安　誠 文具・事務機器 事務機器 県外

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 理化学機器 液体分析機器 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 理化学機器 化学分析機器 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 理化学機器 測量機器 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内
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ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 その他物品 その他 振動診断計測機器用部品 県内

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジェイフィールド 東京都千代田区神田須田町一丁目５　ＫＳビル２階 漆畑　洋輔 リース 電気・通信機器 県外

ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 五十君　猛 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 五十君　猛 日用雑貨・金物 荒物 県外

ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 五十君　猛 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋・ポリ袋・レジ袋・フェイスシールド・プラスチックガウン 県外

ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 五十君　猛 その他物品 その他 指定ごみ袋・ポリ袋・レジ袋・フェイスシールド・プラスチックガウン 県外

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 不用品買受 機械 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 不用品買受 自動車 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 不用品買受 その他 切手・印紙 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 その他物品 その他 切手・印紙・はがき・レターパック 県内

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 上原　輝久 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 上原　輝久 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 リース 電算機 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 リース 電気・通信機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 リース その他 空調設備 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 不用品買受 機械 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 不用品買受 その他 無線機 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 その他物品 その他 パソコンその他周辺機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 文具・事務機器 印章 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 通信機・家電 空調機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 木工用機械 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 電話交換機 県外
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（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 通信機・家電 空調機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 印刷・製本 電子出版 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 文具・事務機器 印章 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 書籍 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 地図 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 教材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 教育機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 理科実験機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 楽器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 ミシン・編み機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 帽子 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 白衣 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 寝具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 繊維・寝具 天幕 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 検査試薬 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 培地 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 医療用ガス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 工業薬品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 工業用ガス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 水道用薬品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 薬品 防疫剤 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外
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（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 電気計測器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 測量機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 度量衡 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 写真機 写真機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 写真機 映写機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 写真機 フィルム 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 写真機 ＤＥＰ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 消火器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 非常食 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 塗料 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 革靴 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 病院用シューズ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 手袋 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 雨衣 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 靴・革製品 皮革製品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 家具・什器 木製家具・什器 県外
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（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 家具・什器 特注家具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 じゅうたん 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 カーテン 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 建具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 室内装飾品 畳 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 看板 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 標識 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 黒板 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 模型・展示品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 看板・模型 ナンバープレート 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 燃料油 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 潤滑油 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 圧縮天然ガス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 プロパンガス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 都市ガス 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 木炭・石炭 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 燃料・電力 電力 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 運動用品 運動用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 運動用品 武道具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 運動用品 体育器具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 運動用品 運動衣 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 運動用品 レジャー用品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 ガスメーター 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 ガス用資材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 水道・ガス用資材 パイプ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 木材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 セメント 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外
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（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 農機具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 種苗・種子 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 園芸用資材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 電算機 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 医療機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 寝具・オムツ 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 電気・通信機器 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 自動車・船舶 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 仮設建物 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 リース 植木・鉢物 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 不用品買受 金属くず 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 不用品買受 資源物 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 ガラス・フィルム 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 食品関係 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 ごみ処理装置 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 ダンボール 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 選挙備品 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 遊具 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 その他物品 葬儀用品 県外

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 西澤　常彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 西澤　常彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 西澤　常彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 西澤　常彦 電算機・電算用品 その他 地図データ、ＦＭＥ（空間情報ＥＴＬツール） 県外

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 西澤　常彦 リース その他 ＰＣサーバー、ＧＩＳソフト他 県外

（株）時事通信社 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 境　克彦 書籍・教材 書籍 県外

（株）時事通信社 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 境　克彦 書籍・教材 教材 県外

（株）時事通信社 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 境　克彦 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）時事通信社 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 境　克彦 印刷・製本 電子出版 県外

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 時津　孝康 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 時津　孝康 通信機・家電 その他 ネットワーク接続機器 県外

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 時津　孝康 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 時津　孝康 リース 電気・通信機器 県外

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 時津　孝康 リース その他 設置型授乳室 県外

（株）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 藤原　壮督 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）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 藤原　壮督 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）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 藤原　壮督 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）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 藤原　壮督 書籍・教材 地図 県外

（株）ジャパン・エモーション 東京都港区芝浦３丁目１１番１３号 間瀬　雷奈 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）ジャパン・エモーション 東京都港区芝浦３丁目１１番１３号 間瀬　雷奈 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ジャパン・エモーション 東京都港区芝浦３丁目１１番１３号 間瀬　雷奈 文具・事務機器 事務機器 県外

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 齋藤　英明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外
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ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 齋藤　英明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 齋藤　英明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 齋藤　英明 リース 電算機 県外

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 不用品買受 金属くず 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 不用品買受 機械 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 不用品買受 自動車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 不用品買受 自転車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 不用品買受 資源物 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 医療用機器・衛生材料 その他 レントゲンフィルム 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 車両 乗用車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 車両 貨物自動車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 車両 軽自動車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 車両 特殊車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 車両 特種用途自動車 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 理化学機器 電気計測器 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 薬品 その他 現像処理薬品 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 写真機 フィルム 県内

（株）ジャフロ 東金市山田１１６５‐２３ サラミ　マロモ　エマニュエル 通信機・家電 家電製品 県内

（株）順和商事 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 和田　剛 不用品買受 金属くず 県外

（株）順和商事 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 和田　剛 不用品買受 自転車 県外

（株）順和商事 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 和田　剛 不用品買受 その他 バイク 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 家具・什器 木製家具・什器 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 家具・什器 特注家具 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 家具・什器 その他 ガラスケース・アクリル什器等 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 日用雑貨・金物 金物 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 日用雑貨・金物 食器 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 日用雑貨・金物 荒物 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外
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ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 じゅうたん 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 カーテン 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 ブラインド 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 建具 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 室内装飾品 その他 マット等 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 文具・事務機器 事務機器 県外

ジンカンパニー（株） 東京都墨田区石原四丁目８番８号 田中　健洋 文具・事務機器 その他 店舗用備品 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 その他物品 その他 非常用小型浄水装置、薬品注入ポンプ等水処理機器 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 薬品 検査試薬 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 薬品 水道用薬品 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 理化学機器 その他 濁度計、残塩計等水質検査機器 県外

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 放送機器 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 無線機器 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 家電製品 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 照明器具 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 通信機・家電 空調機器 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 リース 電気・通信機器 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 リース その他 業務用携帯型無線機のレンタル 県内

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 理化学機器 その他 水処理施設用機器 県外

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 薬品 工業薬品 県外

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 薬品 水道用薬品 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 福島　真明 看板・模型 模型・展示品 県外

水道テクニカルサービス（株） 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地４５　大高ビル３Ｆ 大島　健司 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 薬品 工業薬品 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 薬品 水道用薬品 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 産業用機器及び資材 その他 水処理機器及び環境衛生機器 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 産業用機器及び資材 その他 水処理機器及び環境衛生機器 県内

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 電算機・電算用品 その他 自社ソフトウェア 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

Ｓｋｙ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 大浦　淳司 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）杉山商店 茨城県水戸市青柳町３７２７番地 杉山　智英 その他物品 食品関係 県外
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（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 書籍 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 地図 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 教材 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 教育機器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 理科実験機器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 実習用機器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 楽器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 ミシン・編み機 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 書籍・教材 その他 保健室用品 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 通信機・家電 家電製品 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 塗料 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 文具・事務機器 文房具 県外

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 伊藤　秀之 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 薬品 医療用ガス 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 薬品 工業薬品 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 薬品 工業用ガス 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 薬品 水道用薬品 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 理化学機器 化学分析機器 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 消防・保安用品 消火器 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 水道・ガス用資材 パイプ 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 産業用機器及び資材 金属加工用機械 準市内

（株）鈴木商館 東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号 鈴木　慶彦 産業用機器及び資材 電動工具 準市内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 車両 乗用車 県内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 車両 軽自動車 県内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 車両 特殊車 県内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 車両 特種用途自動車 県内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 車両 自動車修理 県内

（株）スズキ自販京葉 市原市更級二丁目２番２ 今村　賢明 リース 自動車・船舶 県内

（株）スズキ自販千葉 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 玉越　義猛 車両 乗用車 県内

（株）スズキ自販千葉 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 玉越　義猛 車両 貨物自動車 県内

（株）スズキ自販千葉 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 玉越　義猛 車両 軽自動車 県内

（株）スズキ自販千葉 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 玉越　義猛 車両 特殊車 県内

（株）スズキ自販千葉 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 玉越　義猛 車両 特種用途自動車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 乗用車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 貨物自動車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 軽自動車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 バス 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 特殊車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 特種用途自動車 県内
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（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 二輪車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 自動車修理 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 タイヤ 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 自動車用品 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 車両 その他 福祉車両　消防車両 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 消火器 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 避難器具 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 非常食 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 リース 自動車・船舶 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 不用品買受 自動車 県内

（有）鈴木モータース商会 館山市那古８２７番地１ 鈴木　誠一 その他物品 その他 損害賠償保険（火災・障害・自転車） 県内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 不用品買受 紙・繊維くず 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 不用品買受 その他 植木、木材等 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 リース 植木・鉢物 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 その他物品 葬儀用品 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 その他物品 その他 火葬場に関する全て物品販売 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 日用雑貨・金物 その他 火葬場で使用する全ての物品販売 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 家具・什器 木製家具・什器 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 家具・什器 スチール製家具・什器 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 家具・什器 特注家具 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 家具・什器 その他 火葬場に設置する全ての家具 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 室内装飾品 じゅうたん 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 室内装飾品 カーテン 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 室内装飾品 ブラインド 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 室内装飾品 建具 準市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 室内装飾品 その他 火葬場で使用する全ての物品 準市内

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 看板・模型 看板 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 看板・模型 模型・展示品 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 家具・什器 特注家具 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 家具・什器 その他 文化財の展示台 県外
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（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 書籍・教材 教材 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 書籍・教材 教育機器 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 書籍・教材 その他 歴史体験学習用教材 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 室内装飾品 その他 文化施設に係る装飾一式 県外

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 井上　喜代志 その他物品 その他 文化財に係る物品一式 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 リース 電気・通信機器 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 リース その他 タブレット端末・スマホ・携帯電話・ＷｉーＦｉルーター等 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 その他物品 その他 タブレット端末・スマホ・携帯電話・ＷｉーＦｉルーター等 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）スマートボックス 東京都港区北青山三丁目３番７号 三浦　洋一 文具・事務機器 その他 タブレット端末・スマホ・携帯電話・ＷｉーＦｉルーター等 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 繊維・寝具 帽子 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 繊維・寝具 白衣 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 繊維・寝具 その他 反射ベスト　ブルゾン　反射タスキ　 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 消防・保安用品 消火器 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 消防・保安用品 非常食 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 看板 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 標識 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 看板・模型 その他 可搬式簡易道路標識　ＬＥＤ矢印板 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 産業用機器及び資材 その他 ＬＥＤバルーン投光器　金属探知機　車両阻止柵　エックス線手荷物検査装置 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 日用雑貨・金物 その他 冷温マスク　新型コロナ感染症対策用品 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 リース その他 交通規制用・警備用資機材の賃貸 県外

（株）スリーライク 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 三好　進 不用品買受 その他 交通規制用警備用資機材 県外

（株）スワレント 神奈川県横浜市旭区川井本町１０３番地８ 篠原　廣明 リース その他 下水道管内調査機器（管内カメラ等）、止水プラグなど 県外

（株）スワレント 神奈川県横浜市旭区川井本町１０３番地８ 篠原　廣明 土木・建築用機器及び資材 その他 調査カメラなど 県外

（株）スワレント 神奈川県横浜市旭区川井本町１０３番地８ 篠原　廣明 理化学機器 測量機器 県外

（株）スワレント 神奈川県横浜市旭区川井本町１０３番地８ 篠原　廣明 車両 特種用途自動車 県外

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 消火器 県内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）誠宇ジャパン 千葉市花見川区犢橋町１５７２‐１ 中原　恵子 不用品買受 金属くず 県内

（株）誠宇ジャパン 千葉市花見川区犢橋町１５７２‐１ 中原　恵子 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（株）誠宇ジャパン 千葉市花見川区犢橋町１５７２‐１ 中原　恵子 不用品買受 資源物 県内

（株）誠宇ジャパン 千葉市花見川区犢橋町１５７２‐１ 中原　恵子 不用品買受 その他 ペットボトル 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 医療用機器・衛生材料 その他 おしりふき、生理用品、マスク等 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内
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（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 日用雑貨・金物 その他 ペーパータオル、トイレットティシュー、ティシュー等 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 消防・保安用品 その他 災害対策用備蓄紙おむつ・生理用品・マスク等 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 繊維・寝具 帽子 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 繊維・寝具 白衣 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 繊維・寝具 寝具 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 リース 寝具・オムツ 県内

（株）成玉舎 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 山田　正 リース その他 タオル、清拭、おしぼり等 県内

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 看板・模型 掲示板・標示板 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 看板・模型 その他 スポーツ競技用電光表示盤、出退情報表示システム 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 運動用品 運動用品 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 運動用品 体育器具 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 運動用品 その他 スポーツタイマー、ストップウオッチ 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 通信機・家電 無線機器 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 通信機・家電 その他 設備時計、からくり時計、モニュメント時計、標準時刻送出装置、ホテル用モーニングアラーム 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 リース 電気・通信機器 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 リース その他 スポーツ競技用計時計測システム 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電算機・電算用品 その他 スポーツ競技用ソフト 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

星硝（株） 東京都港区芝公園一丁目１番１１号 滑川　秀人 消防・保安用品 防災用品 県外

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 薬品 検査試薬 県内

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 薬品 工業薬品 県内

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 理化学機器 気体分析機器 県内

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 理化学機器 液体分析機器 県内

誠心エンジニアリング（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 中川　政峰 理化学機器 化学分析機器 県内

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 理化学機器 液体分析機器 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 理化学機器 化学分析機器 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 理化学機器 その他 分析用標準物質 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 薬品 検査試薬 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 薬品 工業薬品 県外

西進商事（株） 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目４番４ 為則　通洋 薬品 水道用薬品 県外

（株）誠進電業社 君津市南子安一丁目１番２０号 高橋　正広 通信機・家電 家電製品 市内

（株）誠進電業社 君津市南子安一丁目１番２０号 高橋　正広 通信機・家電 照明器具 市内

（株）誠進電業社 君津市南子安一丁目１番２０号 高橋　正広 通信機・家電 空調機器 市内

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 通信機・家電 放送機器 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 通信機・家電 無線機器 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 通信機・家電 その他 テレメータ機器、クラウド監視機器、監視カメラ、寒水情報版 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 理化学機器 その他 気象センサー、計測機器 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 産業用機器及び資材 その他 無停電電源装置、発電機、直流電源装置 県外
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西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 消防・保安用品 防犯用品 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 農業用機器及び資材 その他 獣害防止用資材 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 薬品 工業薬品 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 薬品 防疫剤 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 薬品 その他 松くい虫防止用樹幹注入剤 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 紀平　茂男 その他物品 その他 獣害防止用資材（電気柵、金網柵、捕獲檻、捕獲わな） 県外

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 看板 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 標識 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 黒板 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 看板・模型 その他 着ぐるみ　ぬいぐるみ 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 その他物品 選挙備品 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 その他物品 遊具 県内

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 消防・保安用品 消火器 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 消防・保安用品 非常食 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 消防・保安用品 防犯用品 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 消防・保安用品 防災用品 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 リース 医療機器 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 リース その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、位置情報システム 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 その他物品 ガラス・フィルム 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 その他物品 その他 安全商品各種（防犯カメラ、防犯金庫、入退室管理システム等） 県外

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 薬品 水道用薬品 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 消防・保安用品 消火器 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 通信機・家電 放送機器 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 通信機・家電 無線機器 市内
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（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 通信機・家電 照明器具 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 通信機・家電 空調機器 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 水道・ガス用資材 バルブ 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 水道・ガス用資材 水道管 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 運動用品 運動用品 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 運動用品 体育器具 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 医療用機器・衛生材料 その他 血圧計 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 その他物品 遊具 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 その他物品 その他 トレーニング機器・防災用品 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 消防・保安用品 防災用品 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 尾崎　徹也 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 繊維・寝具 天幕 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 消防・保安用品 消火器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 消防・保安用品 非常食 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 リース 寝具・オムツ 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 リース 電気・通信機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 リース 仮設建物 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 リース 植木・鉢物 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 看板・模型 看板 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 通信機・家電 放送機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 通信機・家電 無線機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 通信機・家電 家電製品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 通信機・家電 空調機器 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 運動用品 運動用品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 運動用品 レジャー用品 県内

（株）セブンサービス企画装飾 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 山村　未来男 その他物品 遊具 県内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内
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（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 家具・什器 特注家具 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 カーテン 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 室内装飾品 建具 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 運動用品 運動用品 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 運動用品 体育器具 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）千興商事 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 中村　賢司 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 県内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 運動用品 運動用品 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 運動用品 武道具 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 運動用品 体育器具 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 運動用品 運動衣 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 運動用品 レジャー用品 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 土木・建築用機器及び資材 その他 塩化カルシウム等 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 薬品 その他 塩化カルシウム等 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 消防・保安用品 その他 塩化カルシウム等 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満） 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 船舶・航空機 ボート 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 船舶・航空機 船舶用品 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 船舶・航空機 その他 エンジン他船舶付属用品等一式 市内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 リース 医療機器 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 リース 電気・通信機器 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 リース その他 カメラ 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 通信機・家電 その他 カメラ 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 消防・保安用品 防犯用品 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 消防・保安用品 防災用品 県内

セントラル警備保障（株） 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 澤本　尚志 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県内

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 リース 医療機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 理化学機器 液体分析機器 県外
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（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 薬品 検査試薬 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 薬品 医療用ガス 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６番地 中根　祐一 消防・保安用品 その他 自動体外式除細動器、感染保護消耗品、医用テレメーター 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 産業用機器及び資材 その他 水中ポンプ、陸上ポンプ、水処理機器 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 薬品 工業薬品 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 薬品 水道用薬品 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 薬品 その他 濾材 県外

（株）ゼロ．ディフェクト．セキュリティー 木更津市長須賀１６０番地 新井　敬久 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 消防・保安用品 その他 交通安全用品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 看板・模型 看板 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 記念品・贈答品 その他 新入学生用品 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 繊維・寝具 帽子 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 繊維・寝具 その他 ランドセルカバー 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 文具・事務機器 文房具 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 靴・革製品 手袋 県内

（株）全国学童交通事故防止会 流山市市野谷４３６番地 小島　善二 靴・革製品 雨衣 県内

（株）全日警 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 片岡　由文 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）全日警 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 片岡　由文 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）全日警 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 片岡　由文 リース 医療機器 県内

（株）全日警 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 片岡　由文 その他物品 その他 防犯カメラシステム 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 書籍・教材 書籍 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 書籍・教材 地図 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 書籍・教材 教材 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 書籍・教材 その他 地図データ・電子地図・情報誌・白地図・便利帳・出力図・防災マップ 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 電子出版 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 印刷・製本 その他 企画地図・出力図・便利帳・防災マップ印刷 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 看板・模型 看板 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 看板・模型 その他 防災パネル・案内板・デジタルサイネージ 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 その他物品 その他 学区域図・商圏マップ・観光マップ・警防、防災地図・ハザードマップ・水利地図・ナビ関連・ＰＣ 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 文具・事務機器 文房具 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 文具・事務機器 その他 ファイル類・付箋類・販促用品 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 印刷・製本 電子出版 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 印刷・製本 その他 封筒、シール 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 記念品・贈答品 その他 贈答用タオル等 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 その他物品 ダンボール 県内

総合気象計画（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目１７番地東ネンビル 手塚　喜三 その他物品 その他 気象観測機器 県外

総合気象計画（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目１７番地東ネンビル 手塚　喜三 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 その他物品 その他 防犯カメラ 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 消火器 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 避難器具 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 災害救助機器 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 非常食 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 警察用品 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 防犯用品 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防・保安用品 防災用品 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 リース 医療機器 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 リース 電気・通信機器 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 通信機・家電 照明器具 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 通信機・家電 空調機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防・保安用品 消火器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防・保安用品 警察用品 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防・保安用品 防犯用品 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防・保安用品 その他 落雷抑制型避雷針 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 リース 電算機 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 リース 電気・通信機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 リース その他 防犯カメラ、防犯機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 電話交換機 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 放送機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 無線機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 家電製品 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 照明器具 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 通信機・家電 空調機器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 車両 自動車用品 県内
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（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 車両 その他 電気自動車充電器 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 看板・模型 標識 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 電算機 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 医療機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 寝具・オムツ 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 電気・通信機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 自動車・船舶 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 仮設建物 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 リース 植木・鉢物 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 乗用車 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 貨物自動車 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 軽自動車 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 バス 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 特殊車 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 車両 特種用途自動車 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 家具・什器 木製家具・什器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 家具・什器 特注家具 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 じゅうたん 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 カーテン 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 ブラインド 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 建具 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 室内装飾品 畳 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 電話交換機 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 放送機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 無線機器 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 家電製品 県外

総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 照明器具 県外
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総合メディカル（株） 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 坂本　賢治 通信機・家電 空調機器 県外

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 通信機・家電 空調機器 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 通信機・家電 その他 空調機器付属品 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 厨房機器・浴槽設備 その他 フィルター 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 薬品 その他 水処理剤 市内

（株）速記センターつくば 茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１ 渡部　雅史 通信機・家電 放送機器 県外

（株）速記センターつくば 茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１ 渡部　雅史 通信機・家電 家電製品 県外

（株）速記センターつくば 茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１ 渡部　雅史 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）速記センターつくば 茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１ 渡部　雅史 電算機・電算用品 その他 音声認識システム 県外

（株）ソフトウェアサービス 東京都千代田区平河町二丁目１６番１号 添田　新太郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ソフトウェアサービス 東京都千代田区平河町二丁目１６番１号 添田　新太郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ソフトウェアサービス 東京都千代田区平河町二丁目１６番１号 添田　新太郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ソフトウェアサービス 東京都千代田区平河町二丁目１６番１号 添田　新太郎 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ソフトウェアサービス 東京都千代田区平河町二丁目１６番１号 添田　新太郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 書籍・教材 書籍 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 書籍・教材 教材 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 書籍・教材 教育機器 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 書籍・教材 実習用機器 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 書籍・教材 その他 医療事務教育　介護関連教育教材 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 医療用機器・衛生材料 その他 介護関連材料　介護関連用具 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１８号 藤河　芳一 電算機・電算用品 その他 医療事務関連機器・ソフトウェア　介護関連機器・ソフトウェア　教育関連機器・ソフトウェア 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 印刷・製本 その他 防災マップ、ハザードマップ、都市計画図、各種台帳図 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 看板・模型 その他 街区表示板、街区案内板、住居番号表示板 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 電算機・電算用品 その他 ＧＩＳソフト（ＴＡＩＭＳ） 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 リース 電算機 県内

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 水道・ガス用資材 バルブ 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 水道・ガス用資材 水道管 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 水道・ガス用資材 パイプ 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 水道・ガス用資材 その他 特殊継ぎ手類 県外

（株）大成出版社 東京都世田谷区羽根木一丁目７番１１号 箕浦　文夫 書籍・教材 書籍 県外

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 消火器 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 避難器具 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 非常食 市内
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（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 警察用品 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防・保安用品 その他 備蓄倉庫、消防職員団員被服各種、防災用ヘルメット各種、救助用品一式、空気呼吸器及びボンベ、救助用品、リヤカー、担架、ゴーグル、防塵メガネ、マスク、救助用ロープ、活動装備品、拡声器、ガス検知器、非常用食品、保存水、備蓄食料、安全帯 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 繊維・寝具 帽子 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 繊維・寝具 寝具 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 繊維・寝具 天幕 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 繊維・寝具 その他 ユニットテント、簡易寝袋、アルミマット、備蓄用アルミ毛布、パック毛布、毛布クリーニング、エマージョンシーユニット等 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 革靴 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 手袋 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 雨衣 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 皮革製品 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 靴・革製品 その他 防寒ジャンパー、防寒ベスト、レスキューグローブ、消防用長靴、救助用ケブラー手袋、消防用手袋 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 室内装飾品 その他 災害避難所用間仕切り、パーテーション、ワンタッチパーテーション、テント等 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 運動用品 レジャー用品 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 運動用品 その他 簡易トイレ、マット、シート、エアーテント、アルミマット、ブルーシート、災害時用テント中型大型、煙体験テント、自転車 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 書籍・教材 実習用機器 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 書籍・教材 その他 救助用ダミー、マネキンモニター付き、救助訓練用人形等 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 医療用機器・衛生材料 その他 ウイルス対策セット、非常用衛生セット、非常用救急箱セット、紙おむつ、生理用品等 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 看板・模型 標識 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 看板・模型 その他 消防水利標識、危険物表示板一式、消防団旗等 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 通信機・家電 無線機器 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 産業用機器及び資材 その他 救助・災害時用ジャッキ、救助工具一式、発電機各種、投光器各種、地震自動開閉箱、救助シェルター 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 船舶・航空機 ボート 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 船舶・航空機 船舶用品 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 船舶・航空機 その他 潜水用具、救命ボート、レスキューボート各種、水害用ライフジャケット大人子供用 市内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 その他物品 その他 ラジオ、ＬＥＤライト、トイレ用品、初期避難用品、貯水用具、水槽等、避難所用生活用品、生活装備品、ストレッチャー、消防用媒介金具一式、消火栓用消火金具、水害対策用品、避難所用ストーブ 市内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 通信機・家電 空調機器 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 リース その他 空調機器 県内

タイムズ２４（株） 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 西川　光一 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

タイムズ２４（株） 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 西川　光一 リース その他 駐車場管制機器等 県外

タイムズ２４（株） 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 西川　光一 その他物品 その他 駐車場管制機器、消耗品等 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 農業用機器及び資材 農機具 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 農業用機器及び資材 その他 農業用揚水機　排水機 県外
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（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 水道・ガス用資材 パイプ 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 通信機・家電 照明器具 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 通信機・家電 空調機器 県外

（株）タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 沼田　豊基 不用品買受 金属くず 県外

（株）タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 沼田　豊基 不用品買受 自動車 県外

（株）タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 沼田　豊基 不用品買受 資源物 県外

（株）タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 沼田　豊基 リース 仮設建物 県外

（株）太陽堂印刷所 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 日暮　秀一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）太陽堂印刷所 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 日暮　秀一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）太陽堂印刷所 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 日暮　秀一 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）太陽堂印刷所 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 日暮　秀一 印刷・製本 電子出版 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 水道・ガス用資材 水道管 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 通信機・家電 空調機器 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 看板・模型 看板 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 印刷・製本 オフセット印刷 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 印刷・製本 地図印刷 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 印刷・製本 電子出版 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 電算機・電算用品 その他 資料整理、複写等作業 県内

（株）高橋栄一商店 東京都中央区日本橋小伝馬町９番２号 高橋　伸次 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）高橋栄一商店 東京都中央区日本橋小伝馬町９番２号 高橋　伸次 その他物品 ごみ処理装置 県外

（株）高橋栄一商店 東京都中央区日本橋小伝馬町９番２号 高橋　伸次 通信機・家電 空調機器 県外

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 厨房機器・浴槽設備 その他 製氷機 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 通信機・家電 空調機器 市内

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外
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（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 産業用機器及び資材 その他 セキュリティゲート、入退場管理システム、駐輪場管理システム、駐車場システム、ホームドアシステム、ＩＣカードチャージ機、カード発売機 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 理化学機器 電気計測器 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 その他物品 その他 硬貨計算機 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 リース その他 駐輪場機器、駐車場機器 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 その他物品 葬儀用品 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 その他物品 その他 斎場関連消耗品（ロストル、熱電対等） 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 消防・保安用品 消火器 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 医療用機器・衛生材料 その他 備蓄用災害医療資機材・感染防止対策機器 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 薬品 治療用医薬品 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 薬品 工業薬品 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 薬品 その他 備蓄用災害医療資機材医薬品・手指消毒剤 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 繊維・寝具 寝具 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 繊維・寝具 その他 寝袋・・抗ウィルスシーツ類 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 室内装飾品 じゅうたん 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 室内装飾品 カーテン 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 消防・保安用品 非常食 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）瀧鳳凰 静岡県御殿場市竃６０６番地の３ 林　素真子 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

タキヤ（株） 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 中村　信男 その他物品 その他 文化施設向け展示作業用備品類 県外

タキヤ（株） 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 中村　信男 室内装飾品 その他 絵画吊金具 県外

タキヤ（株） 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 中村　信男 家具・什器 木製家具・什器 県外

タキヤ（株） 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 中村　信男 通信機・家電 照明器具 県外

タキヤ（株） 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 中村　信男 理化学機器 電気計測器 県外

（株）多久製作所 大阪府大阪市中央区本町２丁目５番７号 山本　泰三 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 その他物品 その他 ごみ焼却装置、廃棄物処理施設等消耗品、下水道設備機器 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 産業用機器及び資材 電動工具 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 産業用機器及び資材 その他 焼却用設備機械および資材・下水道設備機器 県外

竹下産業（株） 東京都足立区関原一丁目１４番２号 竹下　敏史 不用品買受 金属くず 県外

竹下産業（株） 東京都足立区関原一丁目１４番２号 竹下　敏史 不用品買受 紙・繊維くず 県外

竹下産業（株） 東京都足立区関原一丁目１４番２号 竹下　敏史 不用品買受 機械 県外

竹下産業（株） 東京都足立区関原一丁目１４番２号 竹下　敏史 不用品買受 その他 ＯＡ機器、オフィス家具 県外

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 廣瀬　丈巳 薬品 工業薬品 県外
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（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 廣瀬　丈巳 薬品 水道用薬品 県外

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 廣瀬　丈巳 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 廣瀬　丈巳 その他物品 その他 活性炭・ろ過材 県外

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 消火器 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 避難器具 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 災害救助機器 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 非常食 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 防犯用品 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防・保安用品 防災用品 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 電話交換機 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 放送機器 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 無線機器 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 家電製品 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 照明器具 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 通信機・家電 空調機器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 リース 電気・通信機器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 リース 仮設建物 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 通信機・家電 空調機器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 家具・什器 木製家具・什器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 家具・什器 特注家具 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）タツノ 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 龍野　伸樹 文具・事務機器 文房具 県外

（株）タツノ 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 龍野　伸樹 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）タツノ 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 龍野　伸樹 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 消火器 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 非常食 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防・保安用品 その他 メガホン　その他 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 通信機・家電 放送機器 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 通信機・家電 その他 非常照明 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 繊維・寝具 その他 その他 県内
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（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 靴・革製品 手袋 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 靴・革製品 その他 その他 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 その他物品 その他 その他 県内

立山科学（株） 富山県富山市下番３０番地 水口　勝史 その他物品 その他 緊急通報装置 県外

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 薬品 工業薬品 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 薬品 水道用薬品 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 不用品買受 金属くず 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 不用品買受 紙・繊維くず 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 不用品買受 自転車 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 不用品買受 資源物 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 日用雑貨・金物 荒物 県内

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 印刷・製本 オフセット印刷 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 文具・事務機器 文房具 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 文具・事務機器 その他 クリアファイル 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 記念品・贈答品 販促用品 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 医療用機器・衛生材料 その他 マスクケース　フェイスシールド 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 消防・保安用品 その他 マスクケース　フェイスシールド 県外

田中産業（株） 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１６番１５号 宮澤　勝良 その他物品 その他 マスクケース　フェイスシールド 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 通信機・家電 電話交換機 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 通信機・家電 放送機器 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 通信機・家電 家電製品 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 リース 電気・通信機器 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 リース その他 ドローン 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 その他物品 その他 ドローン 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 厨房機器・浴槽設備 その他 システムキッチン 県内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 電話交換機 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 放送機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 無線機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 家電製品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 照明器具 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 通信機・家電 空調機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内
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（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 文具・事務機器 文房具 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 文具・事務機器 印章 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 写真機 写真機 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 写真機 映写機 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 写真機 フィルム 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 写真機 ＤＥＰ 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 書籍・教材 教育機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 書籍・教材 ミシン・編み機 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 消防・保安用品 消火器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 金物 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 食器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 塗料 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 日用雑貨・金物 荒物 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 不用品買受 紙・繊維くず 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 不用品買受 機械 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 不用品買受 自動車 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 不用品買受 自転車 市内

第一環境（株） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 岡地　雄一 その他物品 その他 計測機器の販売、ハンディターミナルシステム、無線検針システム等 県内

第一環境（株） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 岡地　雄一 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

第一環境（株） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 岡地　雄一 水道・ガス用資材 その他 水道用機器、検針ロール紙等 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 通信機・家電 照明器具 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 通信機・家電 空調機器 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 リース その他 空調機器 県内
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第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 水道・ガス用資材 バルブ 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 水道・ガス用資材 水道管 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

第一総業（株） 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 桶作　正男 産業用機器及び資材 その他 業務用洗濯機器　乾燥機 県内

第一総業（株） 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 桶作　正男 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

第一総業（株） 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 桶作　正男 日用雑貨・金物 その他 洗濯洗剤　洗濯資材 県内

第一総業（株） 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 桶作　正男 その他物品 その他 クリーニング資材　クリーニング機材 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 通信機・家電 その他 通報装置 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 産業用機器及び資材 その他 発電機、太陽光発電機、水処理機器、汎用ポンプ、特殊ポンプ 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 リース 電気・通信機器 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 リース その他 発電機、太陽光発電機、水処理機器、汎用ポンプ、特殊ポンプ 県内

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 田中　英弥 書籍・教材 書籍 県外

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 田中　英弥 リース その他 法情報総合データベース等 県外

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 田中　英弥 印刷・製本 オフセット印刷 県外

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 田中　英弥 印刷・製本 電子出版 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 金属くず 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 紙・繊維くず 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 機械 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 自動車 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 自転車 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 不用品買受 資源物 県外

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 金子　文雄 その他物品 その他 その他古物 県外

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 水道・ガス用資材 バルブ 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 水道・ガス用資材 水道管 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 水道・ガス用資材 パイプ 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 消防・保安用品 非常食 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 消防・保安用品 防災用品 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

太三機工（株） 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 島田　敏邦 日用雑貨・金物 金物 県内

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 印刷・製本 オフセット印刷 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 文具・事務機器 用紙類 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 文具・事務機器 その他 紙器、電掃袋、紙管の製造並びに販売 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 日用雑貨・金物 その他 ポリ袋、その他包装資材の販売 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

大昭和紙工産業（株） 静岡県富士市依田橋６１番地の１ 齊藤　了介 その他物品 その他 オフセット印刷 県外

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 不用品買受 金属くず 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 不用品買受 機械 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 文具・事務機器 事務機器 県内
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（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 通信機・家電 無線機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 通信機・家電 家電製品 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 通信機・家電 空調機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 車両 特殊車 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 電気計測器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 理化学機器 測量機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（株）大地 四街道市鹿放ケ丘１１７番地１ 加瀬　直美 産業用機器及び資材 電動工具 県内

ダイハツ千葉販売（株） 千葉市中央区末広１丁目１７番７号 青木　信幸 車両 乗用車 県内

ダイハツ千葉販売（株） 千葉市中央区末広１丁目１７番７号 青木　信幸 車両 貨物自動車 県内

ダイハツ千葉販売（株） 千葉市中央区末広１丁目１７番７号 青木　信幸 車両 軽自動車 県内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 薬品 検査試薬 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 薬品 工業薬品 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 薬品 水道用薬品 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

大和化成（株） 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目６番１０号　東京大和化成ビル 平田　融作 薬品 工業薬品 県内

大和化成（株） 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目６番１０号　東京大和化成ビル 平田　融作 薬品 水道用薬品 県内

（株）ダイワコーポレーション 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目６番地１７ 船橋　亘 産業用機器及び資材 その他 業務用洗濯機乾燥機 県外

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 その他物品 その他 蓄電池 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 燃料・電力 電力 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 リース その他 蓄電池 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 家具・什器 木製家具・什器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 医療機器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 電気・通信機器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 自動車・船舶 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 仮設建物 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース 植木・鉢物 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 リース その他 ＬＥＤ照明器具、緑化商品、歩行補助用具、空調機器、機械器具、防犯カメラ、太陽光発電 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 乗用車 県内
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大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 貨物自動車 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 軽自動車 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 バス 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 特殊車 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 車両 特種用途自動車 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 通信機・家電 照明器具 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 通信機・家電 空調機器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 通信機・家電 その他 ＬＥＤ照明器具 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 消防・保安用品 防犯用品 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 文具・事務機器 事務機器 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 燃料・電力 電力 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 農業用機器及び資材 農機具 県内

（株）ダルトン 東京都中央区築地５丁目６番１０号 安藤　隆之 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）ダルトン 東京都中央区築地５丁目６番１０号 安藤　隆之 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）ダルトン 東京都中央区築地５丁目６番１０号 安藤　隆之 産業用機器及び資材 その他 粉粒体加工装置 県外

（株）ダルトン 東京都中央区築地５丁目６番１０号 安藤　隆之 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 農業用機器及び資材 その他 鳥獣被害対策用品（柵、電気柵、ネット、罠、檻、鳥獣忌避用品等） 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 写真機 写真機 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 その他物品 その他 鳥獣被害対策用品（柵、電気柵、ネット、罠、檻、鳥獣忌避用品等） 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 電子出版 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 印刷・製本 その他 広報誌、議会だより、ハザードマップ、リーフレット、パンフレット、プレミアム付き商品券、ポスター 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 その他物品 選挙備品 県内

（株）地域新聞社 八千代市勝田台北一丁目１１番１６号 山田　旬 その他物品 その他 選挙ポスター 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 消防・保安用品 その他 テレビ電波障害調査、地上デジタル放送受信調査、監視カメラ、防犯カメラ、赤外線警報装置 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 その他物品 その他 テレビ電波障害調査、地上デジタル放送受信調査、監視カメラ、防犯カメラ、赤外線警報装置 県内

（株）千葉化学品センター 市原市八幡北町一丁目４番地１ 飯田　敏男 薬品 検査試薬 県内

（株）千葉化学品センター 市原市八幡北町一丁目４番地１ 飯田　敏男 薬品 工業薬品 県内

（株）千葉化学品センター 市原市八幡北町一丁目４番地１ 飯田　敏男 薬品 水道用薬品 県内

（株）千葉花壇 千葉市稲毛区小仲台８丁目１７番１号 中村　浩道 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

（株）千葉花壇 千葉市稲毛区小仲台８丁目１７番１号 中村　浩道 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）千葉花壇 千葉市稲毛区小仲台８丁目１７番１号 中村　浩道 リース 植木・鉢物 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 印刷・製本 オフセット印刷 県内
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千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 印刷・製本 フォーム印刷 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 印刷・製本 特殊印刷 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 印刷・製本 電子出版 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 書籍・教材 書籍 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 書籍・教材 教材 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 看板・模型 看板 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 看板・模型 掲示板・標示板 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 看板・模型 模型・展示品 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 記念品・贈答品 販促用品 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 記念品・贈答品 記念品 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 文具・事務機器 文房具 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 文具・事務機器 用紙類 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 文具・事務機器 事務機器 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 繊維・寝具 帽子 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 繊維・寝具 天幕 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 消防・保安用品 防犯用品 県内

千葉共同印刷（株） 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 植草　好子 その他物品 ダンボール 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 リース 電算機 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ちばぎんコンピューターサービス（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 宮城　和彦 文具・事務機器 事務機器 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 電算機 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 医療機器 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 寝具・オムツ 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 電気・通信機器 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 自動車・船舶 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 仮設建物 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース 植木・鉢物 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 リース その他 空調機器、建設機械、他動産全般 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 乗用車 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 貨物自動車 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 軽自動車 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 バス 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 特殊車 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 特種用途自動車 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 二輪車 県内
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ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 自動車修理 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 タイヤ 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 自動車用品 県内

ちばぎんリース（株） 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 高山　一佳 車両 その他 デジタルタコグラフ、ＧＰＳ車載機器、ドライブレコーダー等 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 理化学機器 その他 大気汚染測定機器等 県内

（公財）千葉県学校給食会 千葉市美浜区新港６１番 藤谷　誠 その他物品 食品関係 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 記念品・贈答品 販促用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 記念品・贈答品 記念品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 オフセット印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 フォーム印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 活版印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 特殊印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 地図印刷 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 印刷・製本 電子出版 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 文具・事務機器 文房具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 文具・事務機器 用紙類 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 文具・事務機器 事務機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 文具・事務機器 印章 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 避難器具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 災害救助機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 非常食 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 防犯用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 防災用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 消防・保安用品 その他 自転車ヘルメット・防災ヘルメット 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 運動用品 運動用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 運動用品 武道具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 運動用品 体育器具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 運動用品 運動衣 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 運動用品 レジャー用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 書籍・教材 書籍 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 帽子 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 白衣 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 寝具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 繊維・寝具 天幕 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 金物 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 食器 県内
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千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 工具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 塗料 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 日用雑貨・金物 荒物 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 革靴 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 病院用シューズ 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 手袋 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 雨衣 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 靴・革製品 皮革製品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 家具・什器 木製家具・什器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 家具・什器 特注家具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 じゅうたん 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 カーテン 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 ブラインド 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 建具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 室内装飾品 畳 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 看板 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 掲示板・標示板 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 標識 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 黒板 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 模型・展示品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 ナンバープレート 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 看板・模型 その他 銘板 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 電話交換機 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 放送機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 無線機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 家電製品 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 照明器具 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 通信機・家電 空調機器 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

千葉県学校用品（株） 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 安西　和彦 その他物品 ダンボール 県内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 農業用機器及び資材 飼料・肥料 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 土木・建築用機器及び資材 木材 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 その他物品 その他 木材製品・土壌改良用スミ・オガ粉・チップ等 準市内
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千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 日用雑貨・金物 荒物 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 日用雑貨・金物 その他 家庭用指定ゴミ袋、ポリ袋などの梱包資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 その他物品 その他 ポリ袋などの梱包資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 消防・保安用品 警察用品 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 消防・保安用品 防災用品 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 消防・保安用品 その他 ポリ袋などの梱包資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 土木・建築用機器及び資材 その他 ポリ袋などの梱包資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 文具・事務機器 事務機器 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

千葉紙工（株） 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 添田　公造 農業用機器及び資材 その他 ポリ袋などの梱包資材 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 繊維・寝具 帽子 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 繊維・寝具 白衣 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 靴・革製品 病院用シューズ 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 靴・革製品 手袋 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 靴・革製品 雨衣 県内

千葉繊維加工工業（有） 千葉市若葉区原町８２３番地 坂本　暁 運動用品 運動衣 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 印刷・製本 地図印刷 県内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 土木・建築用機器及び資材 その他 獣害侵入防止柵、エクステリア製品、ネット・防護柵等 県内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 通信機・家電 放送機器 県内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 通信機・家電 その他 ＭＩＲＡＩスピーカー 県内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 薬品 その他 放射性物質低減資材「コーラル」 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 文具・事務機器 文房具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 文具・事務機器 印章 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 電気計測器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 測量機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 度量衡 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 電算機 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 医療機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 寝具・オムツ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 電気・通信機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 仮設建物 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 リース 植木・鉢物 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 家具・什器 特注家具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 印刷・製本 電子出版 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 書籍・教材 教育機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 書籍・教材 理科実験機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 繊維・寝具 帽子 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 繊維・寝具 白衣 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 繊維・寝具 天幕 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 写真機 写真機 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 写真機 映写機 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 写真機 フィルム 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 写真機 ＤＥＰ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 消防・保安用品 消火器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 消防・保安用品 非常食 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 塗料 県内
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（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 革靴 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 手袋 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 雨衣 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 靴・革製品 皮革製品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 カーテン 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 室内装飾品 建具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 看板 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 標識 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 黒板 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 放送機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 無線機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 家電製品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 照明器具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 通信機・家電 空調機器 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 運動用品 運動用品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 運動用品 武道具 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 土木・建築用機器及び資材 その他 ネイル、鋲、測量明示品等 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 その他物品 選挙備品 県内

（株）千葉測器 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 中村　卓見 その他物品 遊具 県内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 理化学機器 気象・公害測定機器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 理化学機器 気体分析機器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 理化学機器 液体分析機器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 理化学機器 電気計測器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 理化学機器 その他 消耗品　記録紙 市内
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千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 医療用機器・衛生材料 その他 記録紙 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 文具・事務機器 用紙類 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 文具・事務機器 事務機器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 通信機・家電 照明器具 市内

千葉チャート（株） 君津市台１丁目１６番１号 齊藤　誠 通信機・家電 その他 電設資材 市内

千葉テクノサービス（株） 千葉市若葉区高根町１０６２番地１ 鈴木　康介 不用品買受 金属くず 県内

千葉テクノサービス（株） 千葉市若葉区高根町１０６２番地１ 鈴木　康介 不用品買受 紙・繊維くず 県内

千葉テレビ放送（株） 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 青柳　洋治 印刷・製本 オフセット印刷 県内

千葉テレビ放送（株） 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 青柳　洋治 印刷・製本 電子出版 県内

千葉テレビ放送（株） 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 青柳　洋治 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

千葉テレビ放送（株） 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 青柳　洋治 記念品・贈答品 販促用品 県内

千葉テレビ放送（株） 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 青柳　洋治 記念品・贈答品 記念品 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 電話交換機 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 放送機器 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 無線機器 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 家電製品 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 照明器具 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 通信機・家電 空調機器 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 消防・保安用品 防犯用品 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 消防・保安用品 防災用品 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 文具・事務機器 事務機器 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 産業用機器及び資材 電動工具 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 日用雑貨・金物 工具 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 乗用車 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 貨物自動車 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 軽自動車 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 バス 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 特種用途自動車 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 自動車修理 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 タイヤ 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 自動車用品 県内

千葉トヨタ自動車（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 リース 自動車・船舶 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 乗用車 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 貨物自動車 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 軽自動車 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 バス 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 特殊車 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 特種用途自動車 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 自動車修理 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 タイヤ 県内

千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 車両 自動車用品 県内
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千葉トヨペット（株） 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 清水　貞弘 リース 自動車・船舶 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 乗用車 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 貨物自動車 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 軽自動車 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 バス 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 特殊車 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 特種用途自動車 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 自動車修理 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 タイヤ 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 車両 自動車用品 県内

千葉日産自動車（株） 千葉市中央区本千葉町９番２１号 横田　好之 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 印刷・製本 電子出版 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 書籍・教材 書籍 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 書籍・教材 地図 県内

（株）千葉日報社 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 大澤　克之助 書籍・教材 教材 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 消火器 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 避難器具 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 災害救助機器 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 非常食 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 防犯用品 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 防災用品 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防・保安用品 その他 火災報知器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 文具・事務機器 文房具 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 文具・事務機器 用紙類 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 文具・事務機器 事務機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 文具・事務機器 印章 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 家具・什器 木製家具・什器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 家具・什器 特注家具 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 書籍・教材 教材 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 書籍・教材 教育機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 書籍・教材 理科実験機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 リース 電算機 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 リース 電気・通信機器 県内
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チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 記念品・贈答品 販促用品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 記念品・贈答品 記念品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 医療用機器・衛生材料 その他 オージオメータ、ＡＥＤ 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 理化学機器 顕微鏡 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 理化学機器 実験用機器・什器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 写真機 写真機 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 日用雑貨・金物 食器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 靴・革製品 手袋 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 靴・革製品 雨衣 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 室内装飾品 じゅうたん 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 室内装飾品 カーテン 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 室内装飾品 ブラインド 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 通信機・家電 放送機器 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 通信機・家電 家電製品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 通信機・家電 照明器具 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 運動用品 運動用品 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 運動用品 武道具 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 運動用品 体育器具 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 運動用品 運動衣 県内

チバビジネス（株） 千葉市緑区古市場町５１番地 倉持　安宏 運動用品 レジャー用品 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 乗用車 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 貨物自動車 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 軽自動車 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 特殊車 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 特種用途自動車 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 自動車修理 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 タイヤ 県内

千葉三菱コルト自動車販売（株） 千葉市美浜区新港１７９番地 中込　秀樹 車両 自動車用品 県内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 乗用車 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 貨物自動車 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 軽自動車 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 特種用途自動車 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 自動車修理 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 タイヤ 準市内

千葉三菱自動車販売（株） 千葉市中央区浜野町１０２５番地 森田　清一 車両 自動車用品 準市内

（株）千葉メンテ 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 岡田　隆治 薬品 検査試薬 県内

（株）千葉メンテ 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 岡田　隆治 薬品 工業薬品 県内

（株）千葉メンテ 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 岡田　隆治 薬品 水道用薬品 県内
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千葉窯業（株） 山武郡横芝光町横芝１０９２番地 池田　喜美夫 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（有）千葉ライフプランニング 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　桂史郎 薬品 工業薬品 市内

中越バス販売（株） 富山県富山市八町７９９４番地の１ 宮腰　徹 不用品買受 自動車 県外

中越バス販売（株） 富山県富山市八町７９９４番地の１ 宮腰　徹 その他物品 その他 バス 県外

中越パツケージ（株） 東京都文京区本郷２丁目３番９号　ツインビュー御茶の水２Ｆ 楠原　勝市 印刷・製本 その他 フレキソ印刷 県外

中越パツケージ（株） 東京都文京区本郷２丁目３番９号　ツインビュー御茶の水２Ｆ 楠原　勝市 文具・事務機器 その他 紙袋 県外

中越パツケージ（株） 東京都文京区本郷２丁目３番９号　ツインビュー御茶の水２Ｆ 楠原　勝市 日用雑貨・金物 その他 紙袋 県外

中越パツケージ（株） 東京都文京区本郷２丁目３番９号　ツインビュー御茶の水２Ｆ 楠原　勝市 その他物品 その他 紙袋 県外

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 電話交換機 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 放送機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 家電製品 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 照明器具 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 空調機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 通信機・家電 その他 防犯カメラ　サーマルカメラ 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 書籍・教材 教育機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 消防・保安用品 防犯用品 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 消防・保安用品 防災用品 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 文具・事務機器 事務機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 写真機 写真機 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 写真機 映写機 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 リース 電算機 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 リース 電気・通信機器 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 リース その他 防犯カメラ　サーマルカメラ 県内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 看板・模型 看板 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 看板・模型 掲示板・標示板 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 看板・模型 標識 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 その他物品 遊具 市内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 その他物品 その他 ポンプ、ブロワ 県内
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（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 水道・ガス用資材 バルブ 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 理化学機器 化学分析機器 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 理化学機器 電気計測器 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 電算機・電算用品 その他 電子地図 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 リース 電算機 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 産業用機器及び資材 その他 特殊検査機器 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 日用雑貨・金物 その他 コンクリート用夜間反射塗料、省エネガラスコート 県内

（株）ツージー 東京都台東区柳橋一丁目１６番５号 辻内　康雄 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）ツージー 東京都台東区柳橋一丁目１６番５号 辻内　康雄 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）ツージー 東京都台東区柳橋一丁目１６番５号 辻内　康雄 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ツージー 東京都台東区柳橋一丁目１６番５号 辻内　康雄 理化学機器 化学分析機器 県外

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 看板・模型 看板 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 看板・模型 その他 マグネット 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 記念品・贈答品 販促用品 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 記念品・贈答品 記念品 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 記念品・贈答品 その他 ランドセルカバー、免許証ケース 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 消防・保安用品 防犯用品 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 消防・保安用品 その他 信号灯、反射材、腕章 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 文具・事務機器 文房具 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 文具・事務機器 その他 クリアファイル 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（有）ツイキ 白井市復９１番地の２ 築城　秀実 繊維・寝具 その他 布バッグ、ブルゾン、ポロシャツ、Ｔシャツ 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 薬品 検査試薬 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 薬品 水道用薬品 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 理化学機器 液体分析機器 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 水道・ガス用資材 バルブ 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 産業用機器及び資材 その他 ポンプ及びポンプ部品 県内

塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 塚田　和範 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 塚田　和範 印刷・製本 オフセット印刷 県外

塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 塚田　和範 印刷・製本 フォーム印刷 県外

塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 塚田　和範 印刷・製本 特殊印刷 県外

塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 塚田　和範 印刷・製本 その他 シール・ラベル、封筒 県外

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 薬品 工業薬品 県外

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 薬品 その他 ハニカム活性炭 県外

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 水道・ガス用資材 その他 上下水道機械部品 県外

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 産業用機器及び資材 電動工具 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 産業用機器及び資材 その他 機器部品 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 水道・ガス用資材 バルブ 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 水道・ガス用資材 水道管 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 水道・ガス用資材 その他 硅砂 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 薬品 工業薬品 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 薬品 水道用薬品 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 薬品 その他 高分子凝集剤、検査試験薬、活性炭、重金属固定化剤 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 化学分析機器 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 電気計測器 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 測量機器 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 度量衡 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 理化学機器 その他 汚泥界面計、赤外線電子水分計、圧力計 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 消火器 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 避難器具 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 災害救助機器 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 非常食 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 警察用品 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 防犯用品 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 防災用品 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防・保安用品 その他 防災備蓄用品 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 通信機・家電 電話交換機 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 通信機・家電 放送機器 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 通信機・家電 家電製品 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 リース 電算機 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 リース 電気・通信機器 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 文具・事務機器 事務機器 県外

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 不用品買受 金属くず 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 不用品買受 自転車 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 不用品買受 資源物 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 その他物品 ダンボール 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 書籍・教材 書籍 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 日用雑貨・金物 金物 県内

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外
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鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 繊維・寝具 帽子 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 繊維・寝具 寝具 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 繊維・寝具 その他 防寒肌着 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 理化学機器 その他 アルコール検知器 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 靴・革製品 手袋 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 車両 その他 アルコール検知器 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

鶴島商事（株） 奈良県生駒市光陽台１３番地 鶴島　敏章 運動用品 運動用品 県外

鶴見コンクリート（株） 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目１０番４４号 伊藤　伸泰 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 水道・ガス用資材 その他 ポンプ 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 農業用機器及び資材 その他 ポンプ 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 土木・建築用機器及び資材 その他 ポンプ 県外

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 看板・模型 看板 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 看板・模型 その他 刺繍旗、のれん、紅白幕、その他幔幕類 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 じゅうたん 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 カーテン 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 ブラインド 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 室内装飾品 その他 ロールスクリーン 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 繊維・寝具 その他 ゼッケン、祭衣装、祭礼用品 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 記念品・贈答品 販促用品 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 記念品・贈答品 記念品 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 リース その他 カーテン 県内

（有）つるや伊藤 船橋市本町四丁目３１番２５号 伊藤　吉之助 家具・什器 その他 教育施設家具 県内

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 書籍・教材 その他 電子書籍、オンデマンド出版物 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 リース 仮設建物 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 リース その他 催事用品全般のレンタル（テント、イス、テーブル、什器、選挙用品、携帯電話等） 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 室内装飾品 その他 養生シート。パンチカーペット 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 消防・保安用品 防災用品 県外

ＴＳＰ東日本（株） 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１ 水澤　秋雄 繊維・寝具 天幕 県外

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 その他物品 遊具 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 運動用品 運動用品 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 運動用品 体育器具 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 運動用品 運動衣 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 運動用品 レジャー用品 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 室内装飾品 カーテン 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 繊維・寝具 天幕 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 看板・模型 看板 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 看板・模型 黒板 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 書籍・教材 教材 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 理化学機器 電気計測器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 通信機・家電 放送機器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 通信機・家電 空調機器 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 その他物品 遊具 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 その他物品 その他 着ぐるみ製作 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）テイクフォー 神奈川県横浜市緑区中山５‐１４‐１６ 吉川　武志 リース その他 什器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 消火器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 避難器具 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 防犯用品 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 防災用品 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 消防・保安用品 その他 防犯機器システム等 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 リース 電気・通信機器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 リース 仮設建物 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 通信機・家電 無線機器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

テイケイ（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 影山　嘉昭 その他物品 その他 防犯カメラ及び防犯機器システム 県外

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 飯塚　真規 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 飯塚　真規 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）帝国データバンク 東京都港区南青山二丁目５番２０号 後藤　信夫 印刷・製本 電子出版 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 放送機器 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 無線機器 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 家電製品 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 照明器具 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 空調機器 県内

（株）帝国ビルテックシステム 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 木村　広正 通信機・家電 その他 フィルター 県内

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 車両 特種用途自動車 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 車両 その他 消防自動車　救助工作車　指揮支援車　排水車 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 消火器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 避難器具 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 災害救助機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 非常食 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 警察用品 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 防犯用品 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 消防・保安用品 防災用品 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 繊維・寝具 帽子 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 繊維・寝具 白衣 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 繊維・寝具 寝具 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 繊維・寝具 天幕 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 靴・革製品 革靴 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 靴・革製品 手袋 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 靴・革製品 雨衣 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 靴・革製品 皮革製品 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

帝商（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 中野　誠 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満） 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 船舶・航空機 その他 水草刈取船 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 写真機 その他 水中テレビカメラ 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 消防・保安用品 その他 オイルフェンス・オイルマット・オイルキャッチャーロープ・油回収装置 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 通信機・家電 その他 水底清掃ロボット 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 その他物品 その他 網場、フロート 県外

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 化学分析機器 県内
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（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 電気計測器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 測量機器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 度量衡 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 薬品 検査試薬 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 薬品 水道用薬品 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）テクノサイエンス 千葉市若葉区原町９２９番地８ 鈴木　遥 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 家具・什器 木製家具・什器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 家具・什器 特注家具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 電話交換機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 放送機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 無線機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 家電製品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 照明器具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 通信機・家電 空調機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 文具・事務機器 文房具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 文具・事務機器 用紙類 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 文具・事務機器 事務機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 文具・事務機器 印章 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 書籍 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 地図 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 教材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 教育機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 理科実験機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 実習用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 楽器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 記念品・贈答品 販促用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 記念品・贈答品 記念品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 オフセット印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 フォーム印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 活版印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 特殊印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 地図印刷 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 印刷・製本 電子出版 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 帽子 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 白衣 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 寝具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内
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テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 繊維・寝具 天幕 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 気体分析機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 液体分析機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 化学分析機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 顕微鏡 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 電気計測器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 測量機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 度量衡 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 理化学機器 実験用機器・什器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 写真機 写真機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 写真機 映写機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 写真機 フィルム 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 写真機 ＤＥＰ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 消火器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 避難器具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 災害救助機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 非常食 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 警察用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 防犯用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 消防・保安用品 防災用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 金物 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 食器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 工具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 塗料 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 日用雑貨・金物 荒物 県内
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テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 革靴 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 病院用シューズ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 手袋 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 雨衣 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 靴・革製品 皮革製品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 乗用車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 貨物自動車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 軽自動車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 バス 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 特殊車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 特種用途自動車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 二輪車 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 自動車修理 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 タイヤ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 車両 自動車用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 じゅうたん 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 カーテン 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 ブラインド 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 建具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 室内装飾品 畳 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 看板 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 掲示板・標示板 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 標識 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 黒板 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 模型・展示品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 看板・模型 ナンバープレート 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 運動用品 運動用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 運動用品 武道具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 運動用品 体育器具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 運動用品 運動衣 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 運動用品 レジャー用品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 バルブ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 水道管 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 水道・ガス用資材 パイプ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内
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テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 農機具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 電動工具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 電算機 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 医療機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 寝具・オムツ 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 電気・通信機器 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 自動車・船舶 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 仮設建物 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 リース 植木・鉢物 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 ガラス・フィルム 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 食品関係 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 ごみ処理装置 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 ダンボール 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 選挙備品 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 遊具 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 その他物品 葬儀用品 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 通信機・家電 無線機器 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 消防・保安用品 その他 消防救急無線　防災行政無線 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 リース 電気・通信機器 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 リース その他 無線機 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 車両 自動車用品 県内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 車両 その他 ドライブレコーダー　デジタルタコグラフ　衝突防止装置　アルコールチェッカー 県内

テレネット（株） 長野県飯田市駄科１９５６番地５ 青山　貴子 通信機・家電 無線機器 県外

テレネット（株） 長野県飯田市駄科１９５６番地５ 青山　貴子 消防・保安用品 防災用品 県外

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 消火器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 避難器具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内
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天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 災害救助機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 非常食 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 警察用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 防犯用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 防災用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 消防・保安用品 その他 クレーンの点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 通信機・家電 電話交換機 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 通信機・家電 家電製品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 通信機・家電 照明器具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 通信機・家電 空調機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運動用品 運動用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運動用品 武道具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運動用品 体育器具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運動用品 運動衣 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運動用品 レジャー用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 リース 寝具・オムツ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 リース 電気・通信機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 リース 仮設建物 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 リース 植木・鉢物 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 オフセット印刷 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 フォーム印刷 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 活版印刷 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 地図印刷 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 印刷・製本 電子出版 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 文具・事務機器 文房具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 文具・事務機器 用紙類 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 文具・事務機器 事務機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 文具・事務機器 印章 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 地図 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 教材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 教育機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 理科実験機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 実習用機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 楽器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 帽子 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 白衣 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 寝具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内
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天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 繊維・寝具 天幕 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 記念品・贈答品 販促用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 記念品・贈答品 記念品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 写真機 写真機 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 写真機 映写機 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 写真機 フィルム 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 金物 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 食器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 工具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 塗料 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 日用雑貨・金物 荒物 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 革靴 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 病院用シューズ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 手袋 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 雨衣 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 靴・革製品 皮革製品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 車両 自動車修理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 車両 タイヤ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 車両 自動車用品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 家具・什器 木製家具・什器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 家具・什器 特注家具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 じゅうたん 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 カーテン 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 ブラインド 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 建具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 室内装飾品 畳 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 看板 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 掲示板・標示板 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 標識 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 黒板 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 看板・模型 模型・展示品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内
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天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 燃料・電力 木炭・石炭 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 水道・ガス用資材 バルブ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 水道・ガス用資材 水道管 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 水道・ガス用資材 パイプ 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 農機具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 産業用機器及び資材 電動工具 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他物品 ガラス・フィルム 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他物品 食品関係 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他物品 ダンボール 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他物品 選挙備品 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他物品 遊具 県内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 産業用機器及び資材 その他 産業機器に係る部品等 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 その他物品 その他 産業機器に係る部品等 市内

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 薬品 工業薬品 県内

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 薬品 水道用薬品 県内

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 印刷・製本 その他 ホログラム 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 文具・事務機器 その他 封筒 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 電算機・電算用品 その他 ストックフォーム 県外

（株）ＤＮＰデータテクノ 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 中西　祐幾 その他物品 その他 磁気カード、ＩＣカード 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 山本　克彦 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）ＤＹＭ 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 水谷　佑毅 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）ＤＹＭ 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 水谷　佑毅 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ＤＹＭ 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 水谷　佑毅 医療用機器・衛生材料 その他 ＰＣＲ検査関連物品 県外

（株）ＤＹＭ 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 水谷　佑毅 薬品 検査試薬 県外

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 文具・事務機器 文房具 県内
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デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 文具・事務機器 用紙類 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 文具・事務機器 事務機器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 家具・什器 木製家具・什器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 家具・什器 特注家具 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 リース 電算機 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 リース 電気・通信機器 県内

デュプロ（株） 東京都千代田区神田紺屋町７番地 清田　弘 その他物品 選挙備品 県内

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 通信機・家電 無線機器 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 通信機・家電 照明器具 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 通信機・家電 その他 通信機器、ＬＥＤ照明 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 その他物品 その他 監視カメラ、ＬＥＤ航空障害灯、燃料電池 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 通信機・家電 無線機器 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 リース 電算機 県外

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 印刷・製本 電子出版 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 看板・模型 看板 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 繊維・寝具 天幕 県内

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 土木・建築用機器及び資材 木材 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 じゅうたん 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 カーテン 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 ブラインド 県外
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（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 建具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 室内装飾品 畳 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 看板 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 標識 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 黒板 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 看板・模型 模型・展示品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 リース 電算機 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 リース 電気・通信機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 リース 仮設建物 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 リース 植木・鉢物 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 その他物品 食品関係 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 その他物品 ダンボール 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 印刷・製本 電子出版 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 文具・事務機器 文房具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 書籍・教材 書籍 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 繊維・寝具 帽子 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 繊維・寝具 天幕 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 薬品 その他 消毒用エタノール 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 写真機 フィルム 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 写真機 ＤＥＰ 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 消防・保安用品 消火器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 塗料 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 家庭用品 県外
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（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 靴・革製品 革靴 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 靴・革製品 手袋 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 靴・革製品 雨衣 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 家具・什器 特注家具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 通信機・家電 無線機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 通信機・家電 家電製品 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 通信機・家電 照明器具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 通信機・家電 空調機器 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 燃料・電力 都市ガス 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 燃料・電力 電力 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 産業用機器及び資材 電動工具 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 不用品買受 金属くず 県外

（株）電通ライブ 東京都千代田区内幸町１丁目５番３号 高木　正彦 不用品買受 紙・繊維くず 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 水道・ガス用資材 その他 アンスラサイト、除鉄除マンガンろ材 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 薬品 水道用薬品 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 薬品 その他 活性炭 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 産業用機器及び資材 その他 薬液定量注入ポンプ、タンク、撹拌機、水処理ろ過装置 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 理化学機器 その他 ＰＨ計、残留塩素計 県外

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・送風機（ブロワー（空気圧縮機）・ファン）・モーター・攪拌機・水処理関連製品 県内

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

トースイ（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番７号 柴田　達夫 薬品 水道用薬品 県外

（株）トーリク・トレーダーズ 神奈川県平塚市四之宮７丁目２番１４号 松尾　勝己 不用品買受 自動車 県外

（株）東亜オイル興業所 八千代市上高野１７２８番地５ 安池　慎一郎 薬品 水道用薬品 県内

（株）東亜オイル興業所 八千代市上高野１７２８番地５ 安池　慎一郎 消防・保安用品 その他 油吸着マット、油漏洩キット 県内

（株）東亜オイル興業所 八千代市上高野１７２８番地５ 安池　慎一郎 不用品買受 その他 廃油 県内

（株）東亜オイル興業所 八千代市上高野１７２８番地５ 安池　慎一郎 その他物品 その他 油吸着マット、ＬＥＤ 県内

東亜ディーケーケー（株） 東京都新宿区高田馬場一丁目２９番１０号 高橋　俊夫 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 土木・建築用機器及び資材 その他 補修材料 準市内

東海リース（株） 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 塚本　博亮 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

東海リース（株） 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 塚本　博亮 リース 仮設建物 県内

東海リース（株） 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 塚本　博亮 リース その他 什器備品・空調機 県内

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 リース 医療機器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 リース 寝具・オムツ 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 繊維・寝具 帽子 県外
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（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 繊維・寝具 白衣 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 繊維・寝具 寝具 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 室内装飾品 カーテン 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 家具・什器 特注家具 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 靴・革製品 革靴 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 靴・革製品 病院用シューズ 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 厨房機器・浴槽設備 その他 特殊浴槽 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 通信機・家電 家電製品 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 通信機・家電 その他 業務用洗濯機・乾燥機 県外

（株）東基 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 矢部　徹也 その他物品 その他 白衣、ベッド、マットレス 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 看板・模型 看板 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 看板・模型 模型・展示品 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 看板・模型 その他 各種モニュメント、サイン、パネル、グラフィック等 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 家具・什器 木製家具・什器 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 家具・什器 特注家具 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 家具・什器 その他 特殊展示ケース 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 その他物品 その他 博物館等文化施設に係る物品全般 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 文具・事務機器 その他 金庫、保管庫 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 関　敏明 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 通信機・家電 放送機器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 通信機・家電 無線機器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 通信機・家電 その他 ナースコール 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 家具・什器 特注家具 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 室内装飾品 カーテン 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）東京インテリジェンス 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 高宮　達夫 室内装飾品 建具 県外
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 オフセット印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 フォーム印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 活版印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 特殊印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 地図印刷 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 印刷・製本 電子出版 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 書籍・教材 地図 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 書籍・教材 教材 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 書籍・教材 教育機器 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

東京カートグラフィック（株） 東京都杉並区天沼二丁目４番４号 西山　和輔 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 理化学機器 測量機器 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 理化学機器 その他 純水・超純水製造装置 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 薬品 検査試薬 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 薬品 培地 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 薬品 工業薬品 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 薬品 水道用薬品 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 薬品 その他 水処理薬品 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 産業用機器及び資材 その他 活性炭・砂濾過材 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）東京科研 東京都文京区湯島三丁目２０番９号 戸澤　淳 リース 医療機器 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 リース 電算機 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 その他物品 その他 マッピングソフト 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 理化学機器 電気計測器 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 理化学機器 その他 超音波流量計、電波式水位計 県外

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 消火器 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 避難器具 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 災害救助機器 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 非常食 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 防犯用品 県内

東京警備保障（株） 東京都港区東新橋２丁目１２番１号 北村　喜伯 消防・保安用品 防災用品 県内

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 消防・保安用品 防犯用品 県外

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 通信機・家電 放送機器 県外

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 通信機・家電 無線機器 県外

（株）東京商工リサーチ 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 河原　光雄 書籍・教材 書籍 県内

東京水道（株） 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 野田　数 リース 電算機 県外

東京水道（株） 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 野田　数 リース その他 時間積分式漏水発見器 県外

東京水道（株） 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 野田　数 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

東京水道（株） 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 野田　数 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

東京水道（株） 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 野田　数 電算機・電算用品 その他 ハンディターミナル、時間積分式漏水発見器 県外

東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 清野　英俊 消防・保安用品 その他 ２８０ＭＨｚ防災ラジオ 県外
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東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 清野　英俊 通信機・家電 放送機器 県外

東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 清野　英俊 通信機・家電 無線機器 県外

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 文具・事務機器 文房具 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 通信機・家電 家電製品 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 通信機・家電 照明器具 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 通信機・家電 空調機器 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 家具・什器 その他 オフィス家具 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）東京ディエスジャパン　 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 北條　陽子 リース 電気・通信機器 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 理化学機器 気体分析機器 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 理化学機器 液体分析機器 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 理化学機器 化学分析機器 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 理化学機器 顕微鏡 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 理化学機器 実験用機器・什器 県内

東京電力エナジーパートナー（株） 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 秋本　展秀 燃料・電力 都市ガス 県外

東京電力エナジーパートナー（株） 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 秋本　展秀 燃料・電力 電力 県外

（株）東京ネバーランド 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 運動用品 運動用品 県外

（株）東京ネバーランド 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 運動用品 体育器具 県外

（株）東京ネバーランド 神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号 木村　孝一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 通信機・家電 照明器具 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 リース 仮設建物 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 リース その他 生ごみ処理機　移動トイレ 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 その他物品 ごみ処理装置 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 その他物品 その他 移動トイレ 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 印刷・製本 電子出版 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 書籍・教材 書籍 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 医療用機器・衛生材料 その他 保健指導用機器・備品 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 消防・保安用品 防災用品 県外
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（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 菅　国典 文具・事務機器 文房具 県外

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５番地 星沢　卓也 その他物品 その他 加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行 県外

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５番地 星沢　卓也 印刷・製本 オフセット印刷 県外

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５番地 星沢　卓也 書籍・教材 書籍 県外

東京優芳園（株） 岐阜県中津川市中川町４番４３号 櫻井　栄蔵 記念品・贈答品 販促用品 県外

東京優芳園（株） 岐阜県中津川市中川町４番４３号 櫻井　栄蔵 農業用機器及び資材 種苗・種子 県外

東京優芳園（株） 岐阜県中津川市中川町４番４３号 櫻井　栄蔵 農業用機器及び資材 園芸用資材 県外

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 運動用品 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 武道具 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 体育器具 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 運動衣 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 レジャー用品 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 運動用品 その他 遊具 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 書籍・教材 教材 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 書籍・教材 教育機器 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 記念品・贈答品 その他 旗等 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 農業用機器及び資材 農機具 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 農業用機器及び資材 その他 スポーツトラクター等 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 その他物品 選挙備品 県内

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 その他物品 遊具 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 薬品 工業薬品 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 薬品 水道用薬品 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 理化学機器 化学分析機器 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 理化学機器 顕微鏡 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 理化学機器 電気計測器 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 理化学機器 実験用機器・什器 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 日用雑貨・金物 工具 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 産業用機器及び資材 電動工具 県内

東鉱商事（株） 茨城県日立市幸町一丁目３番８号 瀧　俊美 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

東光石油（株） 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 野宮　一哲 リース 自動車・船舶 県内

東光石油（株） 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 野宮　一哲 不用品買受 自動車 県内

東光石油（株） 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 野宮　一哲 車両 乗用車 県内

東光石油（株） 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 野宮　一哲 車両 軽自動車 県内

東光石油（株） 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 野宮　一哲 車両 その他 レンタカー 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 産業用機器及び資材 その他 電気計装制御装置他 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 通信機・家電 無線機器 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 薬品 水道用薬品 県内

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 通信機・家電 無線機器 県外
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東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 通信機・家電 その他 ＩＴＶ設備、ＣＣＴＶ設備、監視カメラ、テレメータ設備 県外

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

東芝ライテック（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 平岡　敏行 通信機・家電 照明器具 県外

東芝ライテック（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 平岡　敏行 通信機・家電 その他 舞台用照明器具　照明制御関連　ＵＶ関連　電設資材 県外

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 通信機・家電 放送機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 通信機・家電 家電製品 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 書籍・教材 教育機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 書籍・教材 実習用機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 リース 電気・通信機器 県内

東通産業（株） 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 大賀　昭雄 文具・事務機器 事務機器 県内

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 産業用機器及び資材 電動工具 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 その他物品 その他 空調機器 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 通信機・家電 空調機器 県外

東日印刷（株） 東京都江東区越中島二丁目１番３０号 武田　芳明 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 書籍・教材 書籍 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 書籍・教材 地図 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 書籍・教材 教材 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 消防・保安用品 その他 水利原図、消防管内図 県外

（株）塔文社 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 木村　和夫 看板・模型 その他 案内板、住居表示版 県外

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 燃料・電力 自動車燃料 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 燃料・電力 燃料油 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 燃料・電力 潤滑油 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 土木・建築用機器及び資材 その他 再生砕石　再生砂　再生土砂　再生セメント安定処理路盤材　アスファルト合材の販売等 県内

（株）東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号 緒方　哲也 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号 緒方　哲也 消防・保安用品 その他 災害対策用給水袋 県外

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 オフセット印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 フォーム印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 活版印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 特殊印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 印刷・製本 地図印刷 県内

東洋印刷（株） 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 土谷　潤一郎 文具・事務機器 用紙類 県内

東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７番地１０ 土田　泰正 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７番地１０ 土田　泰正 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７番地１０ 土田　泰正 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７番地１０ 土田　泰正 水道・ガス用資材 その他 水道メーター及びガスメーターに付随する部材 県内

東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７番地１０ 土田　泰正 消防・保安用品 防災用品 県内
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東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 その他物品 その他 ＫＳＢ浄化水溶液剤、水環境整備、水質浄化及び脱臭等の水質改善製品を会社、施設への技術提案営業 県外

東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 厨房機器・浴槽設備 その他 ウォーターウォッチャー、スケール防止、除去効果等の交流電磁場処理装置を会社、施設への技術提案営業 県外

東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 日用雑貨・金物 その他 アクアサニター、次亜塩素酸を主成分とし人や環境に優しい食品添加物殺菌料を会社、施設への技術提案営業 県外

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 電算機・電算用品 その他 水道台帳ソフト 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 リース 電算機 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 リース 電気・通信機器 県内

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 リース 寝具・オムツ 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 繊維・寝具 白衣 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 繊維・寝具 寝具 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 室内装飾品 じゅうたん 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 室内装飾品 カーテン 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 室内装飾品 ブラインド 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 靴・革製品 病院用シューズ 県外

東洋リネンサプライ（株） 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 松本　将幸 靴・革製品 手袋 県外

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 水道・ガス用資材 バルブ 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 水道・ガス用資材 水道管 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 水道・ガス用資材 ガス用資材 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 水道・ガス用資材 パイプ 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）東和機材 木更津市桜井３７９番地 上西　昌信 日用雑貨・金物 工具 市内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 消防・保安用品 消火器 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 消防・保安用品 避難器具 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 印刷・製本 地図印刷 市内

（株）トキワ薬品化工 神奈川県横浜市旭区上川井町３７６番地 伊丹　重貴 不用品買受 その他 レントゲンフィルム 県外

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 水道・ガス用資材 バルブ 県内

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 薬品 工業薬品 県内

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 燃料・電力 潤滑油 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 その他物品 遊具 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 看板・模型 標識 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 運動用品 体育器具 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 土木・建築用機器及び資材 その他 エクステリア用品 県内
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入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 オフセット印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 フォーム印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 活版印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 特殊印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 地図印刷 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 印刷・製本 電子出版 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 書籍・教材 書籍 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 書籍・教材 地図 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 書籍・教材 教材 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 記念品・贈答品 販促用品 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 記念品・贈答品 記念品 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 看板 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 掲示板・標示板 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 黒板 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 看板・模型 模型・展示品 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 電算機・電算用品 その他 ＩＣカード 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 印刷・製本 オフセット印刷 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 印刷・製本 フォーム印刷 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 文具・事務機器 文房具 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 文具・事務機器 用紙類 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 文具・事務機器 事務機器 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋一丁目７番３号 添田　秀樹 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）トップ 静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地 杉本　雅央 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）トップ 静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地 杉本　雅央 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 文具・事務機器 文房具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 文具・事務機器 用紙類 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 文具・事務機器 事務機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 文具・事務機器 印章 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 文具・事務機器 その他 大判印刷機、大判ロール紙、紙折り機、カードプリンター等 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 電算機・電算用品 その他 テレビ会議システム、サーバー、ＮＡＳ、プロジェクター、ＰＯＳレジ、レジスター、無停電電源装置　等 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 電話交換機 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 放送機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 無線機器 市内
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（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 家電製品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 照明器具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 空調機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 通信機・家電 その他 ネットワークカメラ、アライドレテシスルーター、ＷｉＦｉ、ＳＩＭ、サイネージ、ＶＰＮ、ＵＴＭ　等 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 家具・什器 木製家具・什器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 家具・什器 特注家具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 家具・什器 その他 パーテーション、マップケース等 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 印刷・製本 活版印刷 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 印刷・製本 その他 名刺 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 書籍・教材 理科実験機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 書籍・教材 その他 マイク、拡声器、プロジェクター、アンプ等 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 繊維・寝具 その他 名入れタオル 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 医療用機器・衛生材料 介護用機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 写真機 写真機 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 写真機 映写機 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 写真機 フィルム 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 写真機 ＤＥＰ 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 写真機 その他 一眼レフ 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 消火器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 避難器具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 非常食 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 警察用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 防犯用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 消防・保安用品 防災用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 室内装飾品 ブラインド 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 看板 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 黒板 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 看板・模型 その他 電子掲示板 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 運動用品 運動用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 運動用品 レジャー用品 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 リース 電算機 市内
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（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（有）トップシステム 袖ケ浦市蔵波５１５番地１ 田中　智和 リース 電気・通信機器 市内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 金属くず 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 機械 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 自動車 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 自転車 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 不用品買受 資源物 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 その他物品 遊具 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 その他物品 その他 公園施設、エクステリア、ベンチ等 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 水道・ガス用資材 バルブ 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 水道・ガス用資材 水道管 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 水道・ガス用資材 パイプ 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 水道・ガス用資材 その他 ポンプ機器 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 産業用機器及び資材 その他 電動機 県内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 医療用機器・衛生材料 治療用機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 医療用機器・衛生材料 介護用機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 家具・什器 特注家具 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 日用雑貨・金物 荒物 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 通信機・家電 家電製品 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 通信機・家電 照明器具 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 通信機・家電 空調機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 文具・事務機器 文房具 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 繊維・寝具 寝具 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 消防・保安用品 消火器 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 靴・革製品 手袋 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 室内装飾品 じゅうたん 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 室内装飾品 カーテン 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）冨田屋商店 木更津市潮浜１丁目１７番地２６ 池田　庸 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 その他物品 その他 建物総合管理システムの販売 県外
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（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 通信機・家電 家電製品 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 消防・保安用品 非常食 県外

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 不用品買受 金属くず 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 不用品買受 機械 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 不用品買受 自動車 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 不用品買受 資源物 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 その他物品 遊具 県内

トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 特種用途自動車 県内

トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 車両 その他 フォークリフト　産業車両 県内

トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 産業用機器及び資材 その他 産業車両・自動倉庫・ラック 県内

トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 リース 自動車・船舶 県内

トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 出野　祥平 リース その他 フォークリフト 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 乗用車 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 貨物自動車 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 軽自動車 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 特殊車 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 特種用途自動車 県内

トヨタカローラ千葉（株） 千葉市美浜区幸町１丁目６番３号 岡田　誠 車両 自動車修理 県内

（株）トヨタレンタリース新千葉 千葉市中央区登戸２丁目２番７号 出野　祥平 リース 自動車・船舶 県内

（株）トヨタレンタリース新千葉 千葉市中央区登戸２丁目２番７号 出野　祥平 車両 乗用車 県内

（株）トヨタレンタリース千葉 千葉市美浜区新港５７番地 勝又　広樹 リース 自動車・船舶 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 乗用車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 貨物自動車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 軽自動車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 バス 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 特殊車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 車両 特種用途自動車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 農業用機器及び資材 農機具 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 不用品買受 自動車 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 リース 自動車・船舶 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 消火器 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 非常食 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 防犯用品 県内
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（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 消防・保安用品 その他 その他消防・保安用品 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 食品関係 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 ダンボール 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 選挙備品 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 遊具 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 葬儀用品 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他物品 その他 その他物品全般 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 看板・模型 看板 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 看板・模型 その他 車両マーキング，ラッピングフィルム，道路・壁面・窓等のサイン，誘導サイン 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 印刷・製本 その他 名刺，封筒，リーフレット 県内

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 その他物品 遊具 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 運動用品 運動用品 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 運動用品 武道具 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 運動用品 体育器具 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 運動用品 運動衣 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 運動用品 レジャー用品 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 消防・保安用品 非常食 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 書籍・教材 教材 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 書籍・教材 楽器 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 不用品買受 金属くず 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 不用品買受 資源物 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 通信機・家電 放送機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 通信機・家電 無線機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 リース 電算機 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 リース 電気・通信機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）トレス環境システム 市原市皆吉１５６５番地８ 谷口　兼史 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（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 宮崎　正伸 書籍・教材 地図 県外

（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 宮崎　正伸 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（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 宮崎　正伸 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（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 宮崎　正伸 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（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 宮崎　正伸 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（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 宮崎　正伸 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（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 宮崎　正伸 リース 電算機 県外
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（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 宮崎　正伸 リース その他 電算システム賃貸借 県外

銅鉄商事（株） 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 桑原　昭治 不用品買受 金属くず 県外

銅鉄商事（株） 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 桑原　昭治 不用品買受 機械 県外

銅鉄商事（株） 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 桑原　昭治 不用品買受 自動車 県外

銅鉄商事（株） 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 桑原　昭治 不用品買受 資源物 県外

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 看板・模型 看板 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 看板・模型 標識 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 その他物品 その他 交通安全用品・カラーコーン・視線誘導標・道路反射鏡 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 日用雑貨・金物 塗料 市内

（株）ドライバンク 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 富永　文明 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ドライバンク 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 富永　文明 消防・保安用品 その他 保存飲料水 県内

（株）ドライバンク 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 富永　文明 その他物品 ダンボール 県内

（株）ドライバンク 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 富永　文明 その他物品 選挙備品 県内

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 印刷・製本 オフセット印刷 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 印刷・製本 地図印刷 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 書籍・教材 書籍 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 書籍・教材 地図 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９番地 内藤　篤 リース 仮設建物 県内

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 消火器 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 避難器具 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 災害救助機器 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 非常食 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 警察用品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 防犯用品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 消防・保安用品 防災用品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 室内装飾品 カーテン 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 室内装飾品 建具 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 室内装飾品 その他 パーテーション 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 記念品・贈答品 販促用品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 記念品・贈答品 記念品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 その他物品 食品関係 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 その他物品 ごみ処理装置 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 その他物品 ダンボール 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 その他物品 選挙備品 県外

中哲（同） 東京都足立区竹の塚１丁目４０番１５号　庄栄ビル５階 陳　妙芬 その他物品 葬儀用品 県外

（株）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 中庭　基雄 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）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 中庭　基雄 印刷・製本 電子出版 県内

（株）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 中庭　基雄 印刷・製本 その他 航空写真（焼き付け、引き伸ばし）、住居表示案内図など 県内

（株）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 中庭　基雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）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 中庭　基雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内
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（株）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 中庭　基雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）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 中庭　基雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）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 中庭　基雄 電算機・電算用品 その他 ＧＮＳＳ建築関連ソフトウェア、コンクリート構造物等ひび割れ調査測定管理ソフトウェアなど 県内

（株）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 中庭　基雄 リース 電算機 県内

（株）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 中庭　基雄 リース その他 ＧＮＳＳ建築関連ソフトウェア、コンクリート構造物等ひび割れ調査測定管理ソフトウェアなど 県内

（株）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 中庭　基雄 その他物品 その他 車のトランクへ収納可能リアカー（折りたたみ可能）、救護用リアカー（折りたたみ可能、担架装備） 県内

（株）ナカネコーポレーション 君津市杢師四丁目１９番１２号 中根　等 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）ナカネコーポレーション 君津市杢師四丁目１９番１２号 中根　等 日用雑貨・金物 荒物 市内

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 リース 電算機 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 オフセット印刷 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 フォーム印刷 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 活版印刷 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 特殊印刷 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 電子出版 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 印刷・製本 その他 シール印刷、手帳、図書製本 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 家具・什器 木製家具・什器 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 家具・什器 その他 図書館書棚 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 文具・事務機器 文房具 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 文具・事務機器 用紙類 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 文具・事務機器 事務機器 県外

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 湯本　秀昭 文具・事務機器 その他 図書館用品、アルバム 県外

（株）ナカボーテック 東京都中央区新川一丁目１７番２１号　茅場町ファーストビル 木村　浩 その他物品 その他 防食材料 県内

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 車両 特種用途自動車 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 消火器 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 非常食 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 消防・保安用品 その他 消防用被服一式 県外

（株）ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 中村　康祐 医療用機器・衛生材料 その他 マスク、抗菌除菌剤、アルコール消毒液、非接触式電子温度計、トイレ衛生用品、フェイスシールド 県外

中村展設（株） 東京都墨田区両国二丁目９番８号 中村　順一 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

中村展設（株） 東京都墨田区両国二丁目９番８号 中村　順一 室内装飾品 ブラインド 県外

中村展設（株） 東京都墨田区両国二丁目９番８号 中村　順一 看板・模型 黒板 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 産業用機器及び資材 その他 未処理用機器及びその部品 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 その他物品 その他 水処理用ろ過布 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 薬品 工業薬品 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

長島鋳物（株） 埼玉県川口市仲町２番１９号 長島　博高 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

長島鋳物（株） 埼玉県川口市仲町２番１９号 長島　博高 水道・ガス用資材 その他 鉄蓋 県外

長島鋳物（株） 埼玉県川口市仲町２番１９号 長島　博高 消防・保安用品 防災用品 県外
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永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 不用品買受 金属くず 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 不用品買受 紙・繊維くず 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 不用品買受 資源物 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 文房具 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 用紙類 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 その他 保管箱 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 繊維・寝具 その他 軍手、軍足 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 日用雑貨・金物 荒物 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 消防・保安用品 その他 ヘルメット 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 医療用機器・衛生材料 その他 マスク、消毒液 県外

（株）流山化学 流山市美原三丁目８９番地の３ 岡田　隆治 薬品 工業薬品 県内

（株）流山化学 流山市美原三丁目８９番地の３ 岡田　隆治 薬品 水道用薬品 県内

（株）流山化学 流山市美原三丁目８９番地の３ 岡田　隆治 薬品 その他 活性炭 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 リース 仮設建物 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 室内装飾品 カーテン 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 室内装飾品 建具 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 室内装飾品 畳 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 消防・保安用品 消火器 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 その他物品 ダンボール 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 その他物品 その他 感染性産業廃棄物専用容器・感染性産業廃棄物用スタンド 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 日用雑貨・金物 その他 トイレットペーパー、水石鹸、ビニール袋、マット等 県内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 産業用機器及び資材 電動工具 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 産業用機器及び資材 その他 電動機 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 通信機・家電 放送機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 通信機・家電 無線機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 通信機・家電 家電製品 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 通信機・家電 照明器具 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 通信機・家電 空調機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 水道・ガス用資材 水道メーター 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 水道・ガス用資材 バルブ 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 水道・ガス用資材 水道管 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 理化学機器 気象・公害測定機器 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 理化学機器 気体分析機器 市内
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南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 理化学機器 液体分析機器 市内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 通信機・家電 無線機器 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 通信機・家電 その他 ポケットＷｉＦｉ 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）Ｎｏ．１ 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 辰已　崇之 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ニード 東京都世田谷区北沢二丁目３６番１４号　ガーデンテラス下北沢２階 上保　隆徳 消防・保安用品 防災用品 県外

仁尾興産（株） 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 塩田　健一 薬品 工業薬品 県外

仁尾興産（株） 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 塩田　健一 薬品 水道用薬品 県外

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 理化学機器 液体分析機器 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 理化学機器 化学分析機器 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 理化学機器 電気計測器 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 看板・模型 看板 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道・ガス用資材 水道メーター 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道・ガス用資材 バルブ 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道・ガス用資材 水道管 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道・ガス用資材 ガスメーター 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道・ガス用資材 ガス用資材 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 燃料・電力 自動車燃料 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 燃料・電力 燃料油 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 燃料・電力 潤滑油 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 燃料・電力 プロパンガス 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 燃料・電力 木炭・石炭 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 木材 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 セメント 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 その他物品 その他 獣害防止用資材 市内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 文具・事務機器 文房具 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 文具・事務機器 用紙類 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 文具・事務機器 事務機器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 文具・事務機器 印章 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 文具・事務機器 その他 紙ファイル 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内
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西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 オフセット印刷 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 フォーム印刷 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 活版印刷 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 特殊印刷 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 医療用機器・衛生材料 その他 家庭紙全般 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 記念品・贈答品 販促用品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 記念品・贈答品 記念品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 消火器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 避難器具 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 災害救助機器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 非常食 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 警察用品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 防犯用品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 防災用品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 消防・保安用品 その他 組立トイレ 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 書籍・教材 書籍 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 書籍・教材 教材 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 繊維・寝具 寝具 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 家具・什器 木製家具・什器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 家具・什器 特注家具 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 看板 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 掲示板・標示板 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 標識 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 黒板 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 模型・展示品 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 ナンバープレート 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 看板・模型 その他 銘板 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 その他物品 ガラス・フィルム 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 その他物品 ダンボール 県内

西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 堀越　勝男 その他物品 その他 組立ハウス 県内

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 西原　幸志 その他物品 その他 水処理機器 県内

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 西原　幸志 薬品 工業薬品 県内

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 西原　幸志 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 その他物品 ごみ処理装置 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 その他物品 その他 浄化槽 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 薬品 検査試薬 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 水道メーター 県外
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（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 水道管 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 ガス用資材 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道・ガス用資材 パイプ 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 リース 仮設建物 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 木材 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 セメント 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 消防・保安用品 その他 ＩＴＶシステム・防犯カメラシステム 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 無線機器 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 照明器具 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 通信機・家電 その他 ＩＴＶシステム・防犯カメラシステム 県内

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 運動用品 運動用品 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 運動用品 その他 介護予防機器等 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 書籍・教材 書籍 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 森　信介 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 非常食 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 消防・保安用品 その他 毛布 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 その他物品 その他 電気柵　箱わな　くくり罠　檻　センサーカメラ　処分箱　鳥獣駆除及び対策に必要な商品 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内
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（株）日栄 銚子市小浜町２８１７番地の３ 小原　栄一 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 消火器 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 非常食 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）ニチボウ 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 杉山　裕之 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 書籍・教材 その他 マイクロフィルム出版物 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 リース 電算機 県外

（株）ニチマイ 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 廣岡　潤 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 文具・事務機器 文房具 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 電話交換機 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 無線機器 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 家電製品 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 照明器具 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 通信機・家電 空調機器 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 消防・保安用品 非常食 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 消防・保安用品 防犯用品 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 医療用機器・衛生材料 その他 パルスオキシメーター　二酸化炭素濃度検出器　マッサージ機　電気按摩器 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 その他物品 ガラス・フィルム 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 その他物品 食品関係 県外

（株）日旅産業 東京都港区芝三丁目４３番１５号　芝信三田ビル５階 茂木　禎 その他物品 ダンボール 県外

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木・建築用機器及び資材 その他 常温合材 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 看板・模型 看板 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 その他物品 その他 アスファスト応用製品 県内

（株）ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 松浦　豊喜 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 松浦　豊喜 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 松浦　豊喜 リース その他 障害福祉パッケージソフトレンタル 県外

（株）ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 松浦　豊喜 家具・什器 スチール製家具・什器 県外
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日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 文具・事務機器 文房具 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 文具・事務機器 用紙類 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 文具・事務機器 事務機器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 文具・事務機器 印章 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 文具・事務機器 その他 トイレットペーパー　　ポリ袋 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 金物 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 食器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 工具 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 塗料 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 荒物 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 日用雑貨・金物 その他 トイレットペーパー　ポリ袋 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 厨房機器・浴槽設備 その他 食器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 消火器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 避難器具 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 災害救助機器 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 非常食 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 警察用品 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 防犯用品 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 消防・保安用品 防災用品 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 医療用機器・衛生材料 その他 消毒用アルコール 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 その他物品 ダンボール 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 その他物品 選挙備品 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 その他物品 遊具 県内

日幸商会（株） 船橋市豊富町１４７７番地１ 森田　誠 その他物品 その他 トイレットペーパー 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電算機・電算用品 その他 サーバー・無停電電源装置等 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 通信機・家電 電話交換機 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 通信機・家電 無線機器 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 リース 電算機 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 リース 電気・通信機器 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 文具・事務機器 文房具 県内
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日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 文具・事務機器 用紙類 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 文具・事務機器 事務機器 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ニッコク 東京都港区六本木六丁目１７番１号 御法川　法男 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 乗用車 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 貨物自動車 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 軽自動車 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 バス 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 特殊車 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 特種用途自動車 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 自動車修理 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 タイヤ 県内

日産プリンス千葉販売（株） 千葉市中央区都町３丁目２番２号 横田　好之 車両 自動車用品 県内

日産緑化（株） 東京都千代田区神田駿河台四丁目４番地１ 小林　知久 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

日産緑化（株） 東京都千代田区神田駿河台四丁目４番地１ 小林　知久 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

日産緑化（株） 東京都千代田区神田駿河台四丁目４番地１ 小林　知久 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

日産緑化（株） 東京都千代田区神田駿河台四丁目４番地１ 小林　知久 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 薬品 水道用薬品 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 薬品 その他 活性炭関連製品等 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 水道・ガス用資材 その他 ろ過材関連製品等 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 その他物品 その他 脱硫剤、脱臭剤、水処理関連製品等 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 通信機・家電 電話交換機 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 通信機・家電 放送機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 通信機・家電 無線機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 文具・事務機器 用紙類 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 文具・事務機器 事務機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 リース 電算機 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 リース 医療機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 リース 電気・通信機器 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 不用品買受 機械 県外

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 薬品 工業薬品 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 薬品 水道用薬品 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 理化学機器 化学分析機器 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 理化学機器 顕微鏡 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 日用雑貨・金物 塗料 県内

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 通信機・家電 放送機器 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 通信機・家電 無線機器 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 通信機・家電 照明器具 県外
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日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 通信機・家電 その他 監視用カメラ 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 消防・保安用品 防犯用品 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 消防・保安用品 その他 街頭防犯カメラ 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ、サーマルカメラ 県外

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 リース 電算機 県内

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 水道・ガス用資材 その他 ろ過砂、砂利、アンスラサイト、活性炭、各種ろ過資材 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 薬品 工業薬品 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 薬品 水道用薬品 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 薬品 その他 活性炭 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 その他物品 その他 ろ過材 県外

ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 矢部　剛 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 矢部　剛 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 矢部　剛 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 矢部　剛 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

日成ビルド工業（株） 石川県金沢市金石北三丁目１６番１０号 木村　明文 リース 仮設建物 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 避難器具 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 非常食 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 防災用品 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防・保安用品 その他 自動火災報知設備機器、消防用設備機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 電算機 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 医療機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 電気・通信機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 自動車・船舶 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース 仮設建物 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 リース その他 航空機、船舶、荷役機械・荷役車両・設備、重機　等 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 気体分析機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 液体分析機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 化学分析機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 顕微鏡 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 電気計測器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 測量機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 度量衡 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 理化学機器 実験用機器・什器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内
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日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 小林　淳一 その他物品 ごみ処理装置 県内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 薬品 工業薬品 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 薬品 水道用薬品 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 消防・保安用品 消火器 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 水道・ガス用資材 ろ過材 準市内

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 薬品 工業薬品 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 薬品 水道用薬品 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 通信機・家電 空調機器 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 理化学機器 実験用機器・什器 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 その他物品 その他 脱臭用活性炭 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 水道・ガス用資材 バルブ 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 水道・ガス用資材 水道管 県外

日東工営（株） 東京都新宿区西新宿７丁目７番３０号 高山　哲夫 リース 仮設建物 県内

日都産業（株） 東京都杉並区宮前五丁目１９番１号 山中　慎吾 運動用品 体育器具 県外

日都産業（株） 東京都杉並区宮前五丁目１９番１号 山中　慎吾 その他物品 遊具 県外

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 高居　隆章 リース その他 トイレ衛生器具、サニタイザー便器洗浄器、エアーフレッシュナー消臭芳香器、シートクリーナー　他 県外

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 高居　隆章 その他物品 その他 トイレ用部品・器具　納品 県外

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 高居　隆章 薬品 工業薬品 県外

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 高居　隆章 薬品 水道用薬品 県外

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 高居　隆章 薬品 その他 消臭剤 県外

日本キャタピラー（同） 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 本田　博人 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 準市内

日本キャタピラー（同） 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 本田　博人 車両 特殊車 準市内

日本キャタピラー（同） 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 本田　博人 車両 その他 建設機械 準市内

日本キャタピラー（同） 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 本田　博人 リース 自動車・船舶 準市内

日本ギア工業（株） 神奈川県藤沢市桐原町７番地 寺田　治夫 産業用機器及び資材 その他 駆動装置　攪拌機　歯車装置　歯車 県内

日本鋳鉄管（株） 東京都中央区築地一丁目１２番２２号 日下　修一 水道・ガス用資材 水道管 県外

日本鋳鉄管（株） 東京都中央区築地一丁目１２番２２号 日下　修一 水道・ガス用資材 その他 水道管、ダクタイル鋳鉄管及び異形管その他付属品・鉄蓋 県外

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 通信機・家電 電話交換機 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 通信機・家電 放送機器 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 通信機・家電 無線機器 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 消火器 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 避難器具 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 非常食 県内
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日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 警察用品 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 防犯用品 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防・保安用品 防災用品 県内

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防・保安用品 避難器具 県外

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防・保安用品 非常食 県外

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防・保安用品 防災用品 県外

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 通信機・家電 照明器具 県外

ニッポンレンタカー東関東（株） 柏市南柏１丁目１３番１１号 名取　弘文 リース 自動車・船舶 県内

日本エフ・ディー・シー（株） 東京都豊島区東池袋二丁目３９番２号大住ビル９Ｆ 戴　寧 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

日本エフ・ディー・シー（株） 東京都豊島区東池袋二丁目３９番２号大住ビル９Ｆ 戴　寧 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

日本エフ・ディー・シー（株） 東京都豊島区東池袋二丁目３９番２号大住ビル９Ｆ 戴　寧 文具・事務機器 その他 パウチラミネートフィルム・ラミネーター 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 書籍・教材 書籍 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 書籍・教材 教材 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 医療用機器・衛生材料 その他 訪問用乳児体重計・体重台、非接触型体温計等 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 消防・保安用品 防災用品 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 印刷・製本 その他 母子健康手帳、予防接種手帳等 県外

（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 三橋　裕行 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 薬品 検査試薬 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 薬品 工業薬品 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 薬品 工業用ガス 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 薬品 水道用薬品 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 産業用機器及び資材 その他 水中ポンプ・バルブ類 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 理化学機器 電気計測器 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 理化学機器 測量機器 県外

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 消火器 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 避難器具 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 災害救助機器 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 非常食 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 警察用品 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 防犯用品 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 消防・保安用品 防災用品 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 医療用機器・衛生材料 衛生材料 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 理化学機器 気象・公害測定機器 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 理化学機器 気体分析機器 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 看板 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 掲示板・標示板 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 標識 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 黒板 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 のぼり・旗・たすき 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 看板・模型 横断幕・懸垂幕 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 靴・革製品 革靴 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 靴・革製品 作業靴・安全靴 準市内

日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 靴・革製品 手袋 準市内
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日本乾溜工業（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 兼田　智仁 靴・革製品 雨衣 準市内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 燃料・電力 プロパンガス 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 燃料・電力 都市ガス 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

日本瓦斯（株） 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 和田　眞治 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

日本機械工業（株） 東京都八王子市中野上町二丁目３１番１号 北橋　昭彦 車両 特種用途自動車 県外

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 文具・事務機器 事務機器 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 厨房機器・浴槽設備 その他 消毒機器（食器消毒保管庫他）、配膳機器（温冷配膳車他） 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 日用雑貨・金物 食器 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 日用雑貨・金物 荒物 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 日用雑貨・金物 その他 チャック付ポリ袋 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 繊維・寝具 白衣 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 看板 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 掲示板・標示板 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 標識 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 看板・模型 その他 案内板、サイン、ステッカー 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 その他物品 ガラス・フィルム 県内

日本給食設備（株） 東京都調布市国領町四丁目９番地４九曜国領駅前ビル３階 鈴木　雅治 その他物品 ごみ処理装置 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 薬品 工業薬品 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 薬品 水道用薬品 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 薬品 工業薬品 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 薬品 水道用薬品 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 その他物品 その他 除塵機、洗砂機、ろ過タンクおよびその部品 県外

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内
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日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

日本光電工業（株） 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 荻野　博一 薬品 検査試薬 県内

日本システムケア（株） 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 家近　茂 不用品買受 機械 県外

日本システムケア（株） 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 家近　茂 不用品買受 その他 不用パソコン、モニター、サーバー 県外

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 印刷・製本 電子出版 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 リース 電算機 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 リース 電気・通信機器 県内

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 印刷・製本 その他 カラープリント 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 文具・事務機器 用紙類 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜 五十嵐　孝雄 文具・事務機器 事務機器 県外

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

日本通信機（株） 東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 松見　厚 通信機・家電 電話交換機 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 オフセット印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 フォーム印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 活版印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 特殊印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 地図印刷 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 印刷・製本 電子出版 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 文具・事務機器 文房具 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 文具・事務機器 用紙類 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 文具・事務機器 事務機器 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 電算機・電算用品 その他 ＩＣ旅券交付窓口端末機 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 書籍・教材 教材 県内
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日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 家具・什器 木製家具・什器 県内

日本通信紙（株） 東京都文京区向丘一丁目１３番１号４階 國生　敏矢 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 気体分析機器 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 液体分析機器 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 化学分析機器 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 顕微鏡 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 電気計測器 県内

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 米谷　恭児 理化学機器 実験用機器・什器 県内

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 米谷　恭児 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

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 米谷　恭児 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

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 米谷　恭児 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

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 米谷　恭児 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

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 米谷　恭児 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 電話交換機 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 放送機器 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 無線機器 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 家電製品 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 照明器具 県内

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 米谷　恭児 通信機・家電 空調機器 県内

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 米谷　恭児 文具・事務機器 事務機器 県内

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 米谷　恭児 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

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 米谷　恭児 リース 電気・通信機器 県内

日本データカード（株） 東京都港区台場二丁目３番１号 スザンヌ・ケルソー 文具・事務機器 事務機器 県外

日本データカード（株） 東京都港区台場二丁目３番１号 スザンヌ・ケルソー 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

日本データカード（株） 東京都港区台場二丁目３番１号 スザンヌ・ケルソー その他物品 その他 診察券カード 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 薬品 検査試薬 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 理化学機器 気体分析機器 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 理化学機器 液体分析機器 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 理化学機器 化学分析機器 県外

日本電子（株） 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 大井　泉 理化学機器 顕微鏡 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 通信機・家電 家電製品 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 文具・事務機器 文房具 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 書籍・教材 教材 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 書籍・教材 教育機器 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）日本ビジネス開発 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１８番１１号 石金　正己 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 池　惠二 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 池　惠二 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 池　惠二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ニホン美術印刷（株） 岐阜県大垣市西外側町２丁目１５番地 奥田　優 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

ニホン美術印刷（株） 岐阜県大垣市西外側町２丁目１５番地 奥田　優 印刷・製本 オフセット印刷 県外
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ニホン美術印刷（株） 岐阜県大垣市西外側町２丁目１５番地 奥田　優 印刷・製本 フォーム印刷 県外

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 日用雑貨・金物 その他 アルコール類 県内

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

日本ビルシステム（株） 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 鎌田　勝正 消防・保安用品 非常食 県内

（株）日本保安 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 青柳　秀夫 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）日本保安 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 青柳　秀夫 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防・保安用品 非常食 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 通信機・家電 照明器具 県外

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 佐藤　元彦 水道・ガス用資材 その他 電気防食用資材 県外

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 佐藤　元彦 土木・建築用機器及び資材 その他 電気防食用資材 県外

日本無線（株） 東京都中野区中野四丁目１０番１号 小洗　健 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

日本無線（株） 東京都中野区中野四丁目１０番１号 小洗　健 通信機・家電 放送機器 県外

日本無線（株） 東京都中野区中野四丁目１０番１号 小洗　健 通信機・家電 無線機器 県外

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 薬品 治療用医薬品 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 薬品 検査試薬 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 薬品 医療用ガス 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 薬品 工業用ガス 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 薬品 水道用薬品 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 理化学機器 気体分析機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 理化学機器 液体分析機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 理化学機器 化学分析機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 理化学機器 実験用機器・什器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 理化学機器 その他 圧力調整器、工業用ガス関連機器、理化学向けガス関連機器、ガスクロマトグラフィー 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 家具・什器 木製家具・什器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 家具・什器 スチール製家具・什器 県内
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日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 家具・什器 特注家具 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 消防・保安用品 消火器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 消防・保安用品 非常食 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 消防・保安用品 その他 パッケージ型自動消火設備 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 金物 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 食器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 工具 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 日用雑貨・金物 荒物 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 じゅうたん 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 カーテン 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 ブラインド 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 室内装飾品 建具 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 看板・模型 掲示板・標示板 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 看板・模型 標識 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 電話交換機 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 放送機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 無線機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 家電製品 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 照明器具 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 通信機・家電 空調機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 燃料・電力 圧縮天然ガス 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 燃料・電力 プロパンガス 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 水道・ガス用資材 バルブ 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 水道・ガス用資材 パイプ 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 リース 医療機器 県内

日本メガケア（株） 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 松岡　喜義 リース 寝具・オムツ 県内

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 その他物品 ダンボール 県外

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 文具・事務機器 文房具 県外

日本レコードマネジメント（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 仲田　英明 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 山本　努 車両 特殊車 県外

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 山本　努 車両 特種用途自動車 県外

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 山本　努 消防・保安用品 消火器 県外

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 山本　努 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 山本　努 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）ネオテック 船橋市芝山二丁目１４番２８号 片岡　幸哉 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ＮｅｏＮ 山梨県山梨市下井尻１４番地 五味　さつき 消防・保安用品 防災用品 県外
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（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 リース 電気・通信機器 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 通信機・家電 照明器具 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 通信機・家電 空調機器 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル 大前　成平 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

（株）ネクシィーズ・ゼロ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号　ネクシィーズスクエアビル 吉田　琢磨 リース 電気・通信機器 県外

（株）ネクシィーズ・ゼロ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号　ネクシィーズスクエアビル 吉田　琢磨 通信機・家電 その他 決済端末　券売機 県外

（株）ネクシィーズ・ゼロ 東京都渋谷区桜丘町２０番４号　ネクシィーズスクエアビル 吉田　琢磨 燃料・電力 電力 県外

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 水道・ガス用資材 その他 仮設配管材料 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 土木・建築用機器及び資材 その他 ビーチクリーナー 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 看板 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 標識 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 黒板 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 消火器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 非常食 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内
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（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 繊維・寝具 帽子 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 繊維・寝具 天幕 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 薬品 検査試薬 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 薬品 工業薬品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 薬品 水道用薬品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 理化学機器 その他 残留塩素測定器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 写真機 写真機 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 日用雑貨・金物 塗料 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 靴・革製品 手袋 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 靴・革製品 雨衣 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 車両 特殊車 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 車両 特種用途自動車 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 車両 二輪車 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 車両 その他 移動電源車 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 通信機・家電 家電製品 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 通信機・家電 照明器具 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 通信機・家電 空調機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 産業用機器及び資材 その他 移動電源車 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 リース 自動車・船舶 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 リース 仮設建物 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 リース その他 仮配管材料 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）根本 大網白里市北今泉１２８６番地２ 根本　祐樹 その他物品 遊具 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 消火器 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 避難器具 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 災害救助機器 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 非常食 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）野口ポンプ製作所 東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 野口　和秀 車両 特種用途自動車 県外

（株）ハーモニック 新潟県三条市北入蔵三丁目１０番２０号 柄沢　利文 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）ハーモニック 新潟県三条市北入蔵三丁目１０番２０号 柄沢　利文 記念品・贈答品 その他 カタログギフト 県外

（株）ハーモニック 新潟県三条市北入蔵三丁目１０番２０号 柄沢　利文 その他物品 その他 カタログギフト 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 リース 電算機 県外
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ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 リース その他 ＧＩＳソフトウェア 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 産業用機器及び資材 その他 ＧＰＳ機器 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 印刷・製本 オフセット印刷 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 印刷・製本 活版印刷 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 印刷・製本 特殊印刷 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 薬品 工業薬品 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 土木・建築用機器及び資材 その他 石材 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 その他物品 その他 ソイレックス 県外

白十字販売（株） 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 國米　正裕 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

白十字販売（株） 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 國米　正裕 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

白十字販売（株） 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 國米　正裕 消防・保安用品 防災用品 県外

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 日用雑貨・金物 金物 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 日用雑貨・金物 荒物 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 記念品・贈答品 販促用品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 記念品・贈答品 記念品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 文具・事務機器 文房具 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 文具・事務機器 用紙類 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 文具・事務機器 事務機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 文具・事務機器 印章 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 消防・保安用品 非常食 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 消防・保安用品 警察用品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 消防・保安用品 防犯用品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 書籍・教材 教材 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 書籍・教材 教育機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 繊維・寝具 帽子 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 繊維・寝具 白衣 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 繊維・寝具 寝具 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 靴・革製品 病院用シューズ 県内
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（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 靴・革製品 手袋 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 靴・革製品 雨衣 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 家具・什器 木製家具・什器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 室内装飾品 カーテン 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 通信機・家電 照明器具 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 その他物品 選挙備品 県内

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 その他物品 葬儀用品 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 運動用品 体育器具 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 文具・事務機器 文房具 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 文具・事務機器 用紙類 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 文具・事務機器 事務機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 書籍・教材 書籍 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 書籍・教材 教材 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 書籍・教材 教育機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 帽子 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 白衣 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 寝具 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 繊維・寝具 天幕 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 日用雑貨・金物 食器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 靴・革製品 手袋 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 通信機・家電 電話交換機 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 通信機・家電 放送機器 県外

ＨＡＴＡＲＡＫＵエルダー（株） 東京都新宿区新小川町６番２９号 西塚　淳一 通信機・家電 家電製品 県外

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 その他物品 その他 地図 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 看板・模型 その他 ジオラマ 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 リース 電算機 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 リース その他 測量機器 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内
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（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 電子出版 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 印刷・製本 その他 電子式複写、オンデマンド印刷、紙工品 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 嵯峨　昭夫 その他物品 ダンボール 県内

花企画（株） 船橋市高根町２５９７番地１ 岩崎　貴勇 農業用機器及び資材 農機具 県内

花企画（株） 船橋市高根町２５９７番地１ 岩崎　貴勇 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

花企画（株） 船橋市高根町２５９７番地１ 岩崎　貴勇 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

花企画（株） 船橋市高根町２５９７番地１ 岩崎　貴勇 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

花企画（株） 船橋市高根町２５９７番地１ 岩崎　貴勇 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

花沢建材工業（株） 山武市松尾町大堤３１８番地 花澤　長文 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 不用品買受 金属くず 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）浜屋 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 小林　茂 不用品買受 金属くず 県外

（株）浜屋 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 小林　茂 不用品買受 機械 県外

（株）浜屋 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 小林　茂 不用品買受 自転車 県外

（株）浜屋 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 小林　茂 不用品買受 その他 家電製品、情報機器 県外

（株）阪神計器製作所 兵庫県尼崎市神田中通四丁目１６３番地 松田　健仁 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 医療用機器・衛生材料 その他 エーイーディー 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 消防・保安用品 非常食 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 消防・保安用品 警察用品 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 消防・保安用品 その他 感染防止衣 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 記念品・贈答品 販促用品 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 リース 医療機器 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 その他物品 食品関係 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）バイトラークメディカル 東京都千代田区麹町４‐３‐６グランドメゾン紀尾井坂４０２ 杉浦　麗子 車両 特殊車 県外

バンプーパワートレーディング（同） 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号霞が関ビルディング３３階 井土　光夫 燃料・電力 電力 県外

パシフィックパワー（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 合津　美智子 燃料・電力 電力 県外

パシフィックパワー（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 合津　美智子 燃料・電力 その他 容量市場電力 県外

パシフィックパワー（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 合津　美智子 その他物品 その他 容量市場電力 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 リース 電算機 県外

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内
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（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 電算機・電算用品 その他 地理情報システム 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 理化学機器 測量機器 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 書籍・教材 地図 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 リース 電算機 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 リース その他 地理情報システム 県内

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 通信機・家電 放送機器 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 通信機・家電 家電製品 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 通信機・家電 照明器具 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 通信機・家電 空調機器 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 通信機・家電 その他 ＩＴＶ、各種中央監視等 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 消防・保安用品 避難器具 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 消防・保安用品 防犯用品 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 看板・模型 掲示板・標示板 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 看板・模型 その他 サイン・サイネージ等 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 室内装飾品 じゅうたん 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 電話交換機 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 放送機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 無線機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 家電製品 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 照明器具 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 通信機・家電 空調機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 文具・事務機器 事務機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 産業用機器及び資材 産業用ロボット 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 写真機 写真機 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 写真機 映写機 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 リース 電算機 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 リース 電気・通信機器 県外

（株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 鷲本　晴吾 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 鷲本　晴吾 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 鷲本　晴吾 電算機・電算用品 その他 地方公会計ソフトウェア導入時のサーバー 県外

光商工（株） 東京都中央区銀座七丁目４番１４号 村田　龍二 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

光商工（株） 東京都中央区銀座七丁目４番１４号 村田　龍二 産業用機器及び資材 その他 非常用発電設備他 県外

（株）東関東明光販売 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 松本　幸男 文具・事務機器 文房具 県内

（株）東関東明光販売 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 松本　幸男 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）東関東明光販売 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 松本　幸男 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）東関東明光販売 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 松本　幸男 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）東関東明光販売 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 松本　幸男 通信機・家電 空調機器 県内
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東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 通信機・家電 電話交換機 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 通信機・家電 無線機器 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 リース 電算機 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 リース 電気・通信機器 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 乗用車 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 貨物自動車 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 軽自動車 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 バス 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 特殊車 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 特種用途自動車 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 自動車修理 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 車両 タイヤ 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 リース 自動車・船舶 県外

（株）日立オートサービス 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 河田　雄二 不用品買受 自動車 県外

日立グローバルライフソリューションズ（株） 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 大隅　英貴 通信機・家電 照明器具 県外

日立グローバルライフソリューションズ（株） 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 大隅　英貴 通信機・家電 空調機器 県外

日立グローバルライフソリューションズ（株） 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 大隅　英貴 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 消火器 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 避難器具 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 災害救助機器 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 非常食 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 警察用品 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 防犯用品 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 消防・保安用品 防災用品 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 日用雑貨・金物 金物 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 その他物品 食品関係 県内

常陸警備保障（株） 市川市市川南１丁目１番８号 邨田　三男 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 車両 特殊車 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 車両 特種用途自動車 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 リース 自動車・船舶 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 不用品買受 機械 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県外

日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 榎本　一雄 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

（株）日立産機ドライブ・ソリューションズ 習志野市東習志野三丁目１５番１１号 山田　幸英 リース 植木・鉢物 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内
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（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 リース 電算機 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 リース 電気・通信機器 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 書籍・教材 教育機器 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 産業用機器及び資材 その他 産業用ロボット 県内

（株）日立社会情報サービス 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 松谷　淳 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）日立社会情報サービス 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 松谷　淳 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）日立社会情報サービス 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 松谷　淳 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 理化学機器 電気計測器 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　 岡野　邦彦 薬品 その他 水処理用薬品 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 家具・什器 特注家具 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 看板・模型 看板 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）ＨＩＴ’Ｓ‐Ｖ 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 荒木　竜二 室内装飾品 建具 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 リース 電算機 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 看板 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 標識 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 黒板 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 看板・模型 模型・展示品 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 じゅうたん 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 カーテン 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 ブラインド 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 室内装飾品 建具 県外
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（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 その他物品 ガラス・フィルム 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 その他物品 選挙備品 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 その他物品 遊具 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 村山　寿太郎 繊維・寝具 天幕 県外

日之出水道機器（株） 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 浅井　武 水道・ガス用資材 その他 鉄蓋および関連資材 県内

日之出水道機器（株） 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 浅井　武 土木・建築用機器及び資材 その他 鉄蓋および関連資材 県内

日之出水道機器（株） 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 浅井　武 消防・保安用品 その他 災害時用マンホールトイレ 県内

（株）日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 新崎　博 看板・模型 看板 県外

（株）日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 新崎　博 看板・模型 掲示板・標示板 県外

（株）日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 新崎　博 看板・模型 標識 県外

（株）日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 新崎　博 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 リース 植木・鉢物 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 茨城県つくば市梅園２‐７‐３つくばシティビル３０３号 板垣　瑞樹 リース 電気・通信機器 県外

（株）Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 茨城県つくば市梅園２‐７‐３つくばシティビル３０３号 板垣　瑞樹 文具・事務機器 事務機器 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 看板・模型 看板 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 看板・模型 掲示板・標示板 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 看板・模型 標識 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 看板・模型 その他 周辺案内図広告・デジタルサイネージ・災害警報システム（災害時音声表示灯付き避難誘導サインシステム） 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 その他物品 その他 飛沫感染防止アクリル板・高耐久防滑フロアサイン・災害警報システム（災害時音声表示灯付き避難誘導サインシステム） 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 消防・保安用品 防災用品 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 消防・保安用品 その他 災害警報システム（災害時音声表示灯付き避難誘導サインシステム） 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 医療用機器・衛生材料 その他 飛沫感染防止アクリル板 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 薬品 工業薬品 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 薬品 水道用薬品 県外

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 放送機器 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 無線機器 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 家電製品 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 照明器具 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ヒロキ 市川市南八幡三丁目７番１６‐７０２号 大場　まなみ 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ヒロキ 市川市南八幡三丁目７番１６‐７０２号 大場　まなみ 消防・保安用品 防災用品 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 薬品 検査試薬 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 薬品 工業薬品 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 薬品 工業用ガス 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 薬品 水道用薬品 県内
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広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 気体分析機器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 液体分析機器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 化学分析機器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 顕微鏡 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 電気計測器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 測量機器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 度量衡 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 理化学機器 実験用機器・什器 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

広島和光（株） 広島県広島市南区段原日出一丁目１番１５号 木村　洋介 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 村山　清志 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 村山　清志 電算機・電算用品 その他 システム販売 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 リース 電算機 県外

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 南雲　俊介 リース 電気・通信機器 県外

（株）ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 近藤　健介 電算機・電算用品 その他 電子カルテ 県内

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 リース 電算機 県外

（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 文具・事務機器 事務機器 県外

ビーワイディージャパン（株） 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０‐３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 劉　学亮 車両 乗用車 県外

ビーワイディージャパン（株） 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０‐３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 劉　学亮 車両 バス 県外

ビーワイディージャパン（株） 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０‐３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 劉　学亮 車両 特殊車 県外

ビーワイディージャパン（株） 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０‐３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 劉　学亮 車両 自動車用品 県外

ビーワイディージャパン（株） 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０‐３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 劉　学亮 産業用機器及び資材 その他 蓄電システム、太陽光パネル 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 リース その他 駐輪場設備（自転車ラック、駐輪場屋根、駐輪場システム） 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 その他物品 その他 駐輪場設備（自転車ラック、駐輪場屋根、駐輪場システム） 県外

（株）ビジョン 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー５階 佐野　健一 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ビジョン 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー５階 佐野　健一 通信機・家電 その他 ＷｉＦｉ機器 県外

（株）ビジョン 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー５階 佐野　健一 リース 電気・通信機器 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 医療用機器・衛生材料 その他 非接触赤外線体温計（人用、動物用）、パルスオキシメーター（人用、動物用） 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 通信機・家電 その他 サーモグラフィカメラ、保冷庫（ワクチン保冷など） 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ビットストロング 東京都文京区小石川二丁目２５番１６号　小石川パーソナルハウス２階 門　洪涛 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ビルマテル（株） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目７番５号　日経茅場町第二別館２階 白井　庄史 その他物品 その他 浄水場発生土 県外

（株）ピーステック 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜９番１‐１１３号緑が浜ハイツ 菊地　裕介 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ピーステック 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜９番１‐１１３号緑が浜ハイツ 菊地　裕介 通信機・家電 家電製品 県外

（株）ピーステック 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜９番１‐１１３号緑が浜ハイツ 菊地　裕介 消防・保安用品 防災用品 県外
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ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 田邉　卓也 文具・事務機器 事務機器 県外

ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 田邉　卓也 文具・事務機器 その他 郵便料金計器、封入封緘機、開封機、紙折り機 県外

ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 田邉　卓也 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 田邉　卓也 リース その他 郵便料金計器、封入封緘機、開封機、紙折り機のリース 県外

（株）フィールドプロ 東京都東村山市秋津町五丁目２番地１５ 三上　正洋 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）フィスメック 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 小出　建 書籍・教材 書籍 県外

（株）フィスメック 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 小出　建 書籍・教材 教材 県外

（株）フィスメック 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 小出　建 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県外

（株）フィスメック 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 小出　建 書籍・教材 その他 ＤＶＤ・メンタルヘルス関連教育教材（Ｅラーニングを含む） 県外

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 薬品 その他 手指消毒アルコール 県内

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 家具・什器 その他 電動ベッド 県内

（株）フィフティ・ヴィジョナリー 千葉市中央区浜野町１２１６番地６４ 伍　正仁 その他物品 その他 パーテンション（アクリルパネル） 県内

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 気体分析機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 液体分析機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 化学分析機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 顕微鏡 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 電気計測器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 測量機器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 理化学機器 実験用機器・什器 県外

フェイスメディカル（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 藤岡　繁也 リース 医療機器 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 印刷・製本 その他 カード券面プリント 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 文具・事務機器 文房具 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 文具・事務機器 その他 カードプリンター 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 電算機・電算用品 その他 カード関連機器 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 その他物品 その他 カード類全般 県外

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 産業用機器及び資材 電動工具 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内
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福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 通信機・家電 家電製品 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 通信機・家電 照明器具 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 通信機・家電 空調機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 リース 医療機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 リース 電気・通信機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 リース その他 電気設備、空調設備、照明設備等の諸設備 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 産業用機器及び資材 電動工具 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 産業用機器及び資材 その他 ポンプ、モーター等 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 理化学機器 電気計測器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 理化学機器 その他 水質計器等 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 薬品 工業用ガス 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 薬品 その他 水質計器用試薬等 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 医療用機器・衛生材料 その他 メディカルショーケース、ＡＥＤ 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 消防・保安用品 消火器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 消防・保安用品 防災用品 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 消防・保安用品 その他 消火設備、防災設備 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電算機・電算用品 その他 クラウドサービスシステム 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 その他物品 ごみ処理装置 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 運動用品 運動用品 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 運動用品 武道具 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 運動用品 体育器具 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 運動用品 その他 プール用品、体育館備品、トレーニング機器、体力測定機器 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 家具・什器 その他 プール、体育施設用ロッカー 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ、血圧計等、衛生用品 県内

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 福士　昌 車両 その他 スポーツトラクター、グラウンド整備車 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 リース 医療機器 県内

フクダ電子南関東販売（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 小滝　正治 リース その他 ＡＥＤ 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

フクダライフテック常葉（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 前田　修一 リース 医療機器 県内

フクダライフテック常葉（株） 千葉市中央区千葉港５番３３号 前田　修一 医療用機器・衛生材料 その他 睡眠評価装置（終夜睡眠ポリグラフ）、パルスオキシメーター 県内

（株）フコックス 東京都江東区佐賀一丁目１番１２号 鎮目　隆雄 室内装飾品 畳 県内

（株）フコックス 東京都江東区佐賀一丁目１番１２号 鎮目　隆雄 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

フジオックス（株） 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番９号 藤本　孝雄 薬品 医療用ガス 県内

フジオックス（株） 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番９号 藤本　孝雄 薬品 工業薬品 県内

フジオックス（株） 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番９号 藤本　孝雄 薬品 工業用ガス 県内

フジオックス（株） 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番９号 藤本　孝雄 薬品 水道用薬品 県内

フジオックス（株） 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番９号 藤本　孝雄 燃料・電力 プロパンガス 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 リース 植木・鉢物 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 バルブ 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 水道管 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 ガスメーター 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

冨士機材（株） 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（株）フジ給食 千葉市稲毛区六方町２１７番地２ 安藤　規雅 その他物品 食品関係 県内

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 燃料・電力 燃料油 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 燃料・電力 潤滑油 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 燃料・電力 圧縮天然ガス 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 燃料・電力 プロパンガス 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 燃料・電力 その他 ガソリン（ガソリンスタンドは運営していないが卸売りを行っています） 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 車両 自動車用品 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 車両 その他 アドブルー 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 薬品 医療用ガス 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 薬品 工業薬品 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 薬品 工業用ガス 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 薬品 防疫剤 県外

富士興産（株） 東京都千代田区神田東松下町１３番地 保谷　尚登 薬品 その他 尿素水 県外

富士産業（株） 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号 栗田　隆志 リース 仮設建物 県外

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 水道・ガス用資材 バルブ 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 水道・ガス用資材 水道管 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 水道・ガス用資材 パイプ 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 給湯器 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 通信機・家電 家電製品 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 通信機・家電 空調機器 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 産業用機器及び資材 電動工具 準市内

フジセイコー　（株） 千葉市中央区都町１丁目１８番１３号 玉井　利昭 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 準市内

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外
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富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 文具・事務機器 文房具 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 文具・事務機器 用紙類 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 文具・事務機器 事務機器 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 通信機・家電 電話交換機 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 通信機・家電 放送機器 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 通信機・家電 無線機器 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 通信機・家電 家電製品 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 書籍・教材 書籍 県外

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 坂下　智保 書籍・教材 教育機器 県外

富士ソフトサービスビューロ（株） 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 佐藤　諭 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

富士ソフトサービスビューロ（株） 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 佐藤　諭 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

富士ソフトサービスビューロ（株） 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 佐藤　諭 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

富士ソフトサービスビューロ（株） 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 佐藤　諭 電算機・電算用品 その他 サーバ等 県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 通信機・家電 電話交換機 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 通信機・家電 無線機器 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 リース 電算機 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 リース 電気・通信機器 県内

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 その他物品 その他 電算機レンタル 県内

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 電話交換機 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 放送機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 無線機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 照明器具 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 通信機・家電 空調機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 文具・事務機器 事務機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 書籍・教材 教育機器 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

フジテコム（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 森山　慎一 理化学機器 測量機器 県外

フジテコム（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 森山　慎一 理化学機器 その他 漏水探知器 県外

フジテコム（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 森山　慎一 その他物品 その他 ロケーティングワイヤー、埋設表示シート、埋設識別マーカー 県外

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 文具・事務機器 事務機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内
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富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電算機・電算用品 その他 ハソコン・サーバー、プリンタ・電子黒板など周辺機器一式 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 通信機・家電 無線機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 通信機・家電 照明器具 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 通信機・家電 空調機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 リース 電算機 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 リース 電気・通信機器 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 リース その他 パソコン・サーバー、ネットワーク機器・無線ＬＡＮ機器・プロジェクター・電子黒板など関連機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 文具・事務機器 文房具 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 文具・事務機器 用紙類 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 文具・事務機器 事務機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 通信機・家電 照明器具 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 通信機・家電 空調機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 リース 電算機 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 リース 電気・通信機器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 その他物品 その他 複合機・複写機 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 写真機 写真機 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 消防・保安用品 防犯用品 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 消防・保安用品 防災用品 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 家具・什器 木製家具・什器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 看板・模型 掲示板・標示板 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 看板・模型 黒板 県内

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 旗生　泰一 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 日下　高 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 日下　高 産業用機器及び資材 その他 空調機・冷凍機 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 熊谷　光治 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 薬品 工業薬品 県外

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 薬品 防疫剤 県外

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 薬品 その他 プール薬剤 県外

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

不二薬工（株） 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 松永　尚剛 消防・保安用品 防災用品 県外
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（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 印刷・製本 地図印刷 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 看板 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 掲示板・標示板 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 標識 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 黒板 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 模型・展示品 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 看板・模型 ナンバープレート 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 運動用品 運動用品 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 運動用品 体育器具 県内

富士ワールド企画サービス（株） 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 細野　由樹 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 文具・事務機器 文房具 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 文具・事務機器 印章 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 家具・什器 特注家具 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 通信機・家電 家電製品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 通信機・家電 照明器具 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 消防・保安用品 非常食 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 靴・革製品 手袋 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 靴・革製品 雨衣 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 室内装飾品 カーテン 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 看板・模型 看板 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 看板・模型 黒板 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内
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（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 産業用機器及び資材 電動工具 県内

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 消火器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 避難器具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 防火服・保護具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 災害救助機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 非常食 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 警察用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 防犯用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 消防・保安用品 防災用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 帽子 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 白衣 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 寝具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 繊維・寝具 天幕 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 革靴 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 病院用シューズ 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 手袋 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 雨衣 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 靴・革製品 皮革製品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 産業用機器及び資材 電動工具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 船舶・航空機 ボート 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 船舶・航空機 船舶用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 船舶・航空機 その他 ドローン 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 書籍・教材 実習用機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 書籍・教材 その他 ＡＥＤマネキン 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 記念品・贈答品 販促用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 記念品・贈答品 記念品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 金物 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 食器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 工具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 日用雑貨・金物 荒物 県外
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船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 車両 特種用途自動車 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 室内装飾品 じゅうたん 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 看板 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 掲示板・標示板 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 標識 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 黒板 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 通信機・家電 無線機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 通信機・家電 照明器具 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 通信機・家電 空調機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 燃料・電力 その他 ガソリン缶 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 運動用品 運動衣 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 運動用品 レジャー用品 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 リース 医療機器 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 リース 寝具・オムツ 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 リース その他 発電機、投光器、蓄電池、防災服、活動服のリース 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 その他物品 ガラス・フィルム 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 その他物品 ダンボール 県外

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 渡邉　英治 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 渡邉　英治 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 渡邉　英治 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 渡邉　英治 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 渡邉　英治 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）フリーフライト 東京都新宿区高田馬場一丁目６番１６号 豊泉　弥生 文具・事務機器 その他 ソフトウェア 県外

フルテック（株） 北海道札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３１号 古野　重幸 その他物品 その他 分煙機 県内

（株）Ｖ‐Ｐｏｗｅｒ 東京都品川区東品川三丁目６番５号 小室　正則 燃料・電力 電力 県外

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 看板 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 看板・模型 その他 路面標示シート、車体広告物（ラッピングフィルム） 県内

（株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番９号 近藤　昇 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番９号 近藤　昇 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番９号 近藤　昇 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番９号 近藤　昇 書籍・教材 書籍 県外

（株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番９号 近藤　昇 書籍・教材 教材 県外

（株）ブロード 茨城県土浦市西並木町３７８１番地の２９ 香取　潤一 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

（株）ブロード 茨城県土浦市西並木町３７８１番地の２９ 香取　潤一 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ブロード 茨城県土浦市西並木町３７８１番地の２９ 香取　潤一 産業用機器及び資材 その他 鉛蓄電池　直流電源装置　無停電電源　発電設備 県外

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号　東京建物室町ビル８Ｆ 榊　彰一 不用品買受 その他 各種ＯＡ情報機器、電子計算機類、オフィス家具、什器類、ＣＲＴモニタ、厨房機器 県外

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号　東京建物室町ビル８Ｆ 榊　彰一 リース 電算機 県外

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号　東京建物室町ビル８Ｆ 榊　彰一 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号　東京建物室町ビル８Ｆ 榊　彰一 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外
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（株）文化工房 東京都港区六本木五丁目１０番３１号 三雲　薫 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）文化工房 東京都港区六本木五丁目１０番３１号 三雲　薫 印刷・製本 電子出版 県外

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 文具・事務機器 文房具 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 文具・事務機器 用紙類 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 文具・事務機器 事務機器 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 文具・事務機器 印章 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 記念品・贈答品 販促用品 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 記念品・贈答品 記念品 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 印刷・製本 オフセット印刷 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 家具・什器 木製家具・什器 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 消防・保安用品 非常食 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 消防・保安用品 防犯用品 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 消防・保安用品 防災用品 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 通信機・家電 家電製品 市内

文具シマムラ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目２‐３ 島村　佳伸 運動用品 運動用品 市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 農業用機器及び資材 農機具 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 車両 特殊車 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 車両 特種用途自動車 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 産業用機器及び資材 電動工具 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 準市内

文平産業（株） 白井市復１４５４番地１２ 佐藤　直樹 通信機・家電 その他 業務用保冷庫 準市内

（株）ププルインターナショナル 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 関　秀樹 リース 電気・通信機器 県外

（株）ププルインターナショナル 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 関　秀樹 通信機・家電 その他 ワイファイルーター 県外

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 乗用車 県内

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 貨物自動車 県内

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 軽自動車 県内

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 バス 県内

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 特殊車 県内

プライムテックジャパン（同） 市川市末広２‐１１‐１９ カン　程子 車両 特種用途自動車 県内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 通信機・家電 放送機器 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 リース 電算機 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 リース 電気・通信機器 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 その他物品 その他 システム開発（ＰＣ、ＷＥＢ）、データ入力、教育、講習会 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 オフセット印刷 市内
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（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 フォーム印刷 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 活版印刷 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 特殊印刷 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 地図印刷 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 印刷・製本 電子出版 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）プラムシックス 千葉市中央区港町１２番２１号 古山　明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）プラムシックス 千葉市中央区港町１２番２１号 古山　明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）プラムシックス 千葉市中央区港町１２番２１号 古山　明 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）プラムシックス 千葉市中央区港町１２番２１号 古山　明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）プラムシックス 千葉市中央区港町１２番２１号 古山　明 リース 電算機 県内

（株）プロテクトＪ 山梨県都留市つる四丁目１番１６号 石井　誠人 その他物品 その他 鳥獣害防護柵、各種罠、捕獲等 県外

平和機械（株） 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 小野　寛利 車両 特種用途自動車 県外

平和機械（株） 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 小野　寛利 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

平和機械（株） 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 小野　寛利 消防・保安用品 災害救助機器 県外

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 消火器 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 避難器具 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 災害救助機器 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 非常食 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 薬品 検査試薬 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 薬品 培地 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 薬品 工業薬品 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 薬品 水道用薬品 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 薬品 防疫剤 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 消防・保安用品 非常食 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）ベーシック・ジヤパン 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 高見勢　純一 日用雑貨・金物 荒物 県内

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 その他物品 その他 着ぐるみ・ぬいぐるみなど 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 記念品・贈答品 販促用品 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 記念品・贈答品 記念品 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 記念品・贈答品 その他 のぼり・バッグほか 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 繊維・寝具 その他 はっぴなど 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 看板・模型 その他 着ぐるみ・ぬいぐるみなど 県外

ベータＱー５１ 埼玉県草加市青柳７丁目４３番１８号 橋本　方弥 運動用品 レジャー用品 県外

（株）ベスト 東京都江戸川区西瑞江４丁目１４番８号ＴＳＭビル 茂木　基明 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）ベスト 東京都江戸川区西瑞江４丁目１４番８号ＴＳＭビル 茂木　基明 繊維・寝具 帽子 県外

（株）ベスト 東京都江戸川区西瑞江４丁目１４番８号ＴＳＭビル 茂木　基明 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）ベストナー 千葉市花見川区千種町１番地１ 窪田　茂幸 厨房機器・浴槽設備 その他 業務用洗濯機器 県内

（株）ベストナー 千葉市花見川区千種町１番地１ 窪田　茂幸 産業用機器及び資材 その他 業務用洗濯機器 県内
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ベックス（株） 東京都千代田区神田多町二丁目２番地　神田２１ビル６階 岡崎　明晃 印刷・製本 電子出版 県外

（株）ベネフィット・ワン 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 白石　徳生 その他物品 その他 保健指導関連商品、メタボリックメジャー、乳がんグラブ 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 車両 特殊車 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 車両 特種用途自動車 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 車両 その他 救急車・ポンプ車・指揮車・火災調査車・救助工作車・その他消防車両 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 消防・保安用品 避難器具 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 消防・保安用品 災害救助機器 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号こだまファンタジアビル６階 飯野　塁 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

ペンタフ（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目７番１０号 平田　喜彦 理化学機器 その他 計量機器 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 書籍・教材 書籍 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 記念品・贈答品 記念品 県外

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 電子出版 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 印刷・製本 その他 シルク印刷、カード印刷、バーコ印刷、蓄光印刷、シール印刷等 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 看板 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 標識 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 黒板 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 看板・模型 その他 パネル、ステッカー、マグネットステッカー等 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 記念品・贈答品 その他 ぬいぐるみ、啓発品等 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 繊維・寝具 帽子 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 繊維・寝具 天幕 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 繊維・寝具 その他 着ぐるみ等 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 その他物品 ダンボール 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 その他物品 選挙備品 県内

（株）萌翔社 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 杉山　渉 その他物品 その他 蓄光シート、反射シート、ラッピングフィルム等 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 家具・什器 木製家具・什器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 家具・什器 特注家具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 じゅうたん 県内
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ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 カーテン 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 ブラインド 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 建具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 室内装飾品 畳 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 電話交換機 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 放送機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 無線機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 家電製品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 照明器具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 通信機・家電 空調機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 看板 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 標識 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 黒板 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 模型・展示品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 看板・模型 ナンバープレート 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 文具・事務機器 文房具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 文具・事務機器 用紙類 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 文具・事務機器 事務機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 文具・事務機器 印章 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 書籍 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 地図 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 教材 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 教育機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 理科実験機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 実習用機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 楽器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 記念品・贈答品 販促用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 記念品・贈答品 記念品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 消火器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 避難器具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 防火服・保護具 県内
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ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 非常食 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 警察用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 防犯用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 消防・保安用品 防災用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 金物 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 食器 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 工具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 塗料 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 日用雑貨・金物 荒物 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 運動用品 運動用品 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 運動用品 武道具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 運動用品 体育器具 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 運動用品 運動衣 県内

ほうとくＣ＆Ｉ（株） 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 浅野　邦明 運動用品 レジャー用品 県内

北総警備保障（株） 八千代市緑が丘一丁目１番地１ 宮崎　武則 その他物品 その他 防犯カメラ　非常通報装置　防犯用品 県内

北総警備保障（株） 八千代市緑が丘一丁目１番地１ 宮崎　武則 消防・保安用品 防犯用品 県内

北総警備保障（株） 八千代市緑が丘一丁目１番地１ 宮崎　武則 消防・保安用品 防災用品 県内

北総警備保障（株） 八千代市緑が丘一丁目１番地１ 宮崎　武則 リース その他 防犯カメラ　非常通報装置　防犯用品 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 通信機・家電 放送機器 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 通信機・家電 無線機器 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 通信機・家電 照明器具 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 通信機・家電 空調機器 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 理化学機器 電気計測器 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 消防・保安用品 災害救助機器 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 消火器 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 避難器具 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 災害救助機器 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 非常食 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 警察用品 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 防犯用品 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 防災用品 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防・保安用品 その他 住宅用火災警報器 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 薬品 医療用ガス 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 薬品 工業用ガス 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内
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（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 リース 医療機器 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 リース 寝具・オムツ 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 繊維・寝具 白衣 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 繊維・寝具 寝具 県内

（株）星医療酸器 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 星　幸男 書籍・教材 教育機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房機器運搬等 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 医療用機器・衛生材料 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 日用雑貨・金物 荒物 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 日用雑貨・金物 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 農業用機器及び資材 農機具 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 農業用機器及び資材 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 文具・事務機器 事務機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 文具・事務機器 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 消防・保安用品 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 通信機・家電 空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 通信機・家電 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 金子　秀夫 その他物品 その他 次亜塩素酸水生成装置、冷蔵・冷凍機器、空調機器 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 消火器 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 避難器具 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 災害救助機器 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 非常食 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 警察用品 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 防犯用品 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 防災用品 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 消防・保安用品 その他 災害用備蓄日用品 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 靴・革製品 革靴 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 靴・革製品 雨衣 県内

星野総合商事（株） 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 星野　晃一郎 その他物品 その他 防災倉庫 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 写真機 写真機 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 写真機 その他 付属機器 県内
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（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 電算機・電算用品 その他 Ｊモニター販売 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木・建築用機器及び資材 その他 ＫＫクラックセンサー 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 印刷・製本 地図印刷 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 看板・模型 看板 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 看板・模型 模型・展示品 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 水道メーター 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 バルブ 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 水道管 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 ろ過材 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 ガスメーター 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 水道・ガス用資材 ガス用資材 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 通信機・家電 家電製品 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 通信機・家電 空調機器 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 厨房機器・浴槽設備 給湯器 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 燃料・電力 燃料油 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 燃料・電力 潤滑油 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 燃料・電力 プロパンガス 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 燃料・電力 その他 ガソリン　軽油等　尿素水　工業用潤滑油 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 セメント 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 準市内

（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 準市内

（株）ホワイト 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　桂史郎 リース 仮設建物 市内

（株）ホワイト 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　桂史郎 リース その他 仮設トイレ 市内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 消火器 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 非常食 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ボーサイ市原 市原市八幡２００９番地７ウイング八幡２０４号室 藤ケ崎　浩一 リース その他 消火器 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 オフセット印刷 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 活版印刷 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 印刷・製本 電子出版 県内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 消火器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 避難器具 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 災害救助機器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 非常食 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 防犯用品 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防・保安用品 防災用品 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 医療用機器・衛生材料 治療用機器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 通信機・家電 電話交換機 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 通信機・家電 放送機器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 通信機・家電 無線機器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 リース その他 消火器 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 その他物品 ガラス・フィルム 準市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 土木・建築用機器及び資材 その他 鋼材・塩ビ部品 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 農業用機器及び資材 その他 林業用機器及び資材 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 薬品 その他 液化アンモニア 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 水道・ガス用資材 ろ過材 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 その他物品 遊具 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 放送機器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 無線機器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 家電製品 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 照明器具 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 通信機・家電 空調機器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 理化学機器 化学分析機器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 理化学機器 電気計測器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 理化学機器 実験用機器・什器 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 消防・保安用品 消火器 市内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 消火器 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 避難器具 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 災害救助機器 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 非常食 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防・保安用品 防災用品 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 薬品 水道用薬品 県内
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房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 水道・ガス用資材 バルブ 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 水道・ガス用資材 水道管 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

墨東化成工業（株） 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 老田　勝 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県外

墨東化成工業（株） 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 老田　勝 薬品 工業薬品 県外

墨東化成工業（株） 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 老田　勝 薬品 水道用薬品 県外

墨東化成工業（株） 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 老田　勝 薬品 防疫剤 県外

（株）ＢＯＳＴＥＣ 長野県長野市大字大豆島３３９７番地１６ 安田　卓治 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

（株）ＢＯＳＴＥＣ 長野県長野市大字大豆島３３９７番地１６ 安田　卓治 産業用機器及び資材 その他 両替機 県外

（株）ＢＯＳＴＥＣ 長野県長野市大字大豆島３３９７番地１６ 安田　卓治 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）ＢＯＳＴＥＣ 長野県長野市大字大豆島３３９７番地１６ 安田　卓治 文具・事務機器 その他 ロール紙 県外

（株）ポリグロットリンク 東京都台東区上野七丁目４番９号細田ビル８階 土橋　匡 電算機・電算用品 その他 ｉＰａｄやタブレット 県外

（株）ポリグロットリンク 東京都台東区上野七丁目４番９号細田ビル８階 土橋　匡 通信機・家電 その他 翻訳機やＷｉＦｉルーター 県外

（株）ポリグロットリンク 東京都台東区上野七丁目４番９号細田ビル８階 土橋　匡 リース その他 ｉＰａｄやタブレットや翻訳機やＷｉＦｉルーター 県外

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 消火器 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 避難器具 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 災害救助機器 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 非常食 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 防犯用品 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防・保安用品 防災用品 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 電話交換機 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 放送機器 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 無線機器 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 家電製品 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 照明器具 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 通信機・家電 空調機器 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 産業用機器及び資材 電動工具 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 文具・事務機器 文房具 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 文具・事務機器 印章 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 家具・什器 特注家具 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 室内装飾品 カーテン 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内
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（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 通信機・家電 照明器具 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 通信機・家電 空調機器 市内

（株）マイルド 木更津市本郷二丁目１番４０号 伊藤　威彦 その他物品 ダンボール 市内

（株）マインドシェア 東京都港区芝５丁目２９番地１４号　田町日工ビル４階 今井　祥雅 産業用機器及び資材 その他 ウルトラファインバブル利用機器 県外

（株）マインドシェア 東京都港区芝５丁目２９番地１４号　田町日工ビル４階 今井　祥雅 理化学機器 実験用機器・什器 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 水道・ガス用資材 その他 水道用機材等 県外

前澤給装工業（株） 東京都目黒区鷹番二丁目１４番４号 谷合　祐一 水道・ガス用資材 バルブ 県内

前澤給装工業（株） 東京都目黒区鷹番二丁目１４番４号 谷合　祐一 水道・ガス用資材 その他 水道用継手類 県内

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 水道・ガス用資材 バルブ 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 水道・ガス用資材 その他 門扉類、消火栓類 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 その他物品 その他 水処理機械類 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 通信機・家電 放送機器 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 通信機・家電 無線機器 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 その他物品 遊具 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 その他物品 その他 公園用遊具 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 土木・建築用機器及び資材 その他 公園用遊具、公園用フェンス、公園用門扉 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 看板・模型 看板 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 看板・模型 掲示板・標示板 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 看板・模型 標識 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 看板・模型 その他 公園用看板、公園用掲示板・標示板、公園用標識、公園用モニュメント 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 増田　誠一郎 リース 植木・鉢物 市内

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 リース 電算機 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 リース 電気・通信機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 不用品買受 機械 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 文具・事務機器 事務機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 書籍・教材 教育機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 通信機・家電 電話交換機 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 通信機・家電 無線機器 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 通信機・家電 家電製品 県外

（有）マスター 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 橘　弘 通信機・家電 照明器具 県外

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 家具・什器 特注家具 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 じゅうたん 県内
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（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 カーテン 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 室内装飾品 建具 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 文具・事務機器 文房具 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 文具・事務機器 印章 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 看板 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 黒板 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 放送機器 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 無線機器 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 家電製品 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 照明器具 県内

（株）マスダ 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 増田　洋二 通信機・家電 空調機器 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 看板 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 掲示板・標示板 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 標識 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 黒板 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 看板・模型 ナンバープレート 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 その他物品 その他 ガードレール、カーブミラー、バリケード、路肩注意ポール、カラーコーン、車線分離標、防護柵、反射材、道路鋲、簡易合材、樹脂板 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 産業用機器及び資材 その他 看板 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 消防・保安用品 警察用品 県内

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 繊維・寝具 帽子 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 繊維・寝具 白衣 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 靴・革製品 病院用シューズ 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 靴・革製品 手袋 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 文具・事務機器 文房具 県外
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（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）マック 東京都足立区東伊興三丁目１５番１２号 加藤　和也 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 印刷・製本 活版印刷 県内

（有）松一商事 船橋市宮本９丁目１番２５‐１１１０号 新井　雄一 薬品 工業薬品 県内

（有）松一商事 船橋市宮本９丁目１番２５‐１１１０号 新井　雄一 薬品 水道用薬品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 文具・事務機器 文房具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 文具・事務機器 用紙類 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 文具・事務機器 印章 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 家具・什器 特注家具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 家具・什器 その他 講演台・移動式舞台 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 書籍 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 地図 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 教材 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 教育機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 理科実験機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 実習用機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 楽器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 放送機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 無線機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 家電製品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 照明器具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 通信機・家電 空調機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 繊維・寝具 白衣 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 繊維・寝具 寝具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 繊維・寝具 天幕 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 記念品・贈答品 その他 名入れ用品・プレゼント用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 薬品 検査試薬 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 薬品 工業薬品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内
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（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器　パルスオキシメーター　オージオメーター 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 電気計測器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 測量機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 度量衡 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 写真機 写真機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 写真機 映写機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 消防・保安用品 非常食 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 厨房機器・浴槽設備 その他 大型ファンヒーター　赤外線オイルイヒーター 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 日用雑貨・金物 その他 清掃用具　 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 室内装飾品 カーテン 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 看板・模型 黒板 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 看板・模型 模型・展示品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 運動用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 武道具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 体育器具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 運動衣 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 レジャー用品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 運動用品 その他 避難用簡易間仕切り・簡易ベッド 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 リース 電算機 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 リース 医療機器 県内
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（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 その他物品 選挙備品 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 その他物品 遊具 県内

（株）まつした 市原市五井１８９８番地の２ 松下　昭彦 その他物品 その他 感染症対策備品・用品　パーテーション　手指消毒液　飛沫防止パネル　 県内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 文具・事務機器 文房具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 文具・事務機器 印章 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 家具・什器 特注家具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 放送機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 無線機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 家電製品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 照明器具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 通信機・家電 空調機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 書籍 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 地図 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 教育機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 理科実験機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 実習用機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 視聴覚教育機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 楽器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 ミシン・編み機 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 印刷・製本 その他 ファイル名入れ・ノート名入れ 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 繊維・寝具 白衣 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 繊維・寝具 寝具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 繊維・寝具 天幕 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 薬品 検査試薬 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 薬品 工業薬品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 医療用機器・衛生材料 治療用機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 医療用機器・衛生材料 介護用機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器・パルスオキシメーター・検温器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 気象・公害測定機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 顕微鏡 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 電気計測器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 測量機器 市内
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（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 度量衡 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 理化学機器 実験用機器・什器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 写真機 写真機 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 写真機 映写機 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 消防・保安用品 避難器具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 消防・保安用品 非常食 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 日用雑貨・金物 食器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 日用雑貨・金物 塗料 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 靴・革製品 手袋 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 靴・革製品 雨衣 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 室内装飾品 じゅうたん 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 室内装飾品 カーテン 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 看板 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 黒板 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 看板・模型 模型・展示品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 運動用品 運動用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 運動用品 武道具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 運動用品 体育器具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 運動用品 運動衣 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 運動用品 レジャー用品 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 産業用機器及び資材 発券機・精算機 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 産業用機器及び資材 木工用機械 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 リース 電算機 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 リース 医療機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（株）まつした袖ケ浦コーポレーション 袖ケ浦市代宿１１２５番地７ 羽生田　喜久雄 その他物品 遊具 市内

松田産業（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 松田　芳明 不用品買受 その他 古フイルム、現像廃液、粗銀等、金属類買受他 県外

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 消火器 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 避難器具 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内
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（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 非常食 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 防犯用品 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 防災用品 県内

（有）松戸防災サービスセンター 松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１ 宮　朋子 消防・保安用品 その他 消防用品に関わるもの 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木・建築用機器及び資材 その他 ガードレール、道路反射鏡等の交通安全施設用品 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 看板 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 掲示板・標示板 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 標識 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 黒板 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 その他物品 遊具 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 その他物品 その他 カラーコーン、バリケード等の保安用品 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 日用雑貨・金物 工具 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 日用雑貨・金物 塗料 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 文具・事務機器 文房具 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 文具・事務機器 用紙類 県内

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 繊維・寝具 白衣 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 繊維・寝具 寝具 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 リース 寝具・オムツ 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 リース その他 カーテン　白衣　ユニホーム　備品 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 室内装飾品 じゅうたん 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 室内装飾品 カーテン 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 室内装飾品 ブラインド 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 家具・什器 木製家具・什器 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

松本寝具（株） 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 城戸　貴行 家具・什器 特注家具 県外

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 消防・保安用品 消火器 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 通信機・家電 放送機器 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 通信機・家電 家電製品 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 通信機・家電 照明器具 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 通信機・家電 空調機器 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内
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（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 リース その他 高所作業車オペレーター 県内

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 薬品 検査試薬 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 薬品 工業薬品 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 薬品 工業用ガス 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 薬品 水道用薬品 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 消火器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 非常食 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 消防・保安用品 その他 労働安全衛生保護具 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 気体分析機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 液体分析機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 化学分析機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 測量機器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 靴・革製品 革靴 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 靴・革製品 手袋 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）丸幾商会 東京都台東区台東三丁目４４番１号 大川　高雄 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 リース 寝具・オムツ 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 繊維・寝具 帽子 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 繊維・寝具 白衣 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 繊維・寝具 寝具 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 室内装飾品 カーテン 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 消防・保安用品 非常食 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 通信機・家電 家電製品 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

丸十薬品（株） 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 倉谷　通孝 薬品 工業薬品 県内

丸十薬品（株） 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 倉谷　通孝 薬品 水道用薬品 県内

丸十薬品（株） 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 倉谷　通孝 薬品 防疫剤 県内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 金物 準市内
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（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 食器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 工具 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 塗料 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 家庭用品 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 日用雑貨・金物 荒物 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 文具・事務機器 文房具 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 文具・事務機器 用紙類 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 文具・事務機器 印章 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 電話交換機 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 放送機器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 無線機器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 家電製品 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 通信機・家電 空調機器 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 ガラス・フィルム 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 食品関係 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 ごみ処理装置 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 ダンボール 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 遊具 準市内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 その他物品 葬儀用品 準市内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 看板・模型 看板 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 看板・模型 標識 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 看板・模型 その他 街区表示板、住居表示板、町名表示板、住居番号表示板、住居表示案内板、街区案内板、数字ステッカー等 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 印刷・製本 地図印刷 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 印刷・製本 その他 コピー、カラーコピー等 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 リース 電算機 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 リース 電気・通信機器 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 リース その他 パソコン、ソフトウェア、システム等 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 放送機器 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 無線機器 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 家電製品 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 照明器具 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 通信機・家電 空調機器 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 リース 電算機 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 リース 電気・通信機器 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 リース その他 照明器具、空調機器等 県内

丸紅新電力（株） 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 須田　彰 燃料・電力 電力 県外

丸紅新電力（株） 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 須田　彰 不用品買受 その他 余剰電力の購入 県外

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 看板 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 掲示板・標示板 市内
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丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 標識 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 黒板 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 土木・建築用機器及び資材 その他 ジェットモルタル　塩化カルシウム　ガードレール 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

丸宮物産（株） 君津市戸崎１７５７番地 福本　裕一 その他物品 遊具 市内

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 金属くず 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 紙・繊維くず 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 機械 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 自動車 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 自転車 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 不用品買受 資源物 県外

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 平井　俊文 その他物品 その他 その他古物 県外

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 金物 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 食器 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 工具 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 塗料 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 日用雑貨・金物 荒物 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 その他物品 選挙備品 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 記念品・贈答品 販促用品 市内

（有）三河屋商店 木更津市中央１丁目６番６号 池野　雅宏 記念品・贈答品 記念品 市内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 文具・事務機器 文房具 県内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 文具・事務機器 事務機器 県内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（有）ミキコーポレーション 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 長尾　幹雄 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

ミシン屋さん 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番１０号 大岩　康哉 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

ミシン屋さん 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番１０号 大岩　康哉 書籍・教材 その他 服材・ミシン糸・ミシン部品 県内

みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 丸山　伸一郎 リース 電算機 県外

みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 丸山　伸一郎 リース 医療機器 県外

みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 丸山　伸一郎 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 丸山　伸一郎 リース 電気・通信機器 県外

みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 丸山　伸一郎 リース その他 ＬＥＤ照明機器、監視カメラ、冷暖房空調機器、理化学機器、省エネ機器、産業工作機械 県外
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三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 リース 電気・通信機器 県外

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 印刷・製本 フォーム印刷 県外

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 後　淳也 文具・事務機器 事務機器 県外

三井共同建設コンサルタント（株） 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 消防・保安用品 防犯用品 県内

三井共同建設コンサルタント（株） 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 消防・保安用品 防災用品 県内

三井共同建設コンサルタント（株） 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 通信機・家電 無線機器 県内

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 リース 電算機 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 リース 医療機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 リース 電気・通信機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 リース その他 空調機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 橘　正喜 その他物品 遊具 県外

ミツウロコグリーンエネルギー（株） 東京都中央区日本橋二丁目１１番２号 二見　敦 燃料・電力 電力 県外

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

三菱ＨＣキャピタルオートリース（株） 東京都港区西新橋一丁目３番１号 池田　左千夫 リース 自動車・船舶 県外

三菱ＨＣキャピタルオートリース（株） 東京都港区西新橋一丁目３番１号 池田　左千夫 不用品買受 自動車 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 リース その他 地下水膜ろ過システム、工業用水膜ろ過処理・飲料化システム、排水リサイクルシステム 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 水道・ガス用資材 水道メーター 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 水道・ガス用資材 バルブ 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 水道・ガス用資材 その他 地下水膜ろ過システム 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 その他物品 その他 地下水膜ろ過システム 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 消防・保安用品 非常食 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 消防・保安用品 防災用品 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 消防・保安用品 その他 災害時非常用浄水装置 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 産業用機器及び資材 その他 工業用水飲料化システム 県外

三菱重工冷熱（株） 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 岡野　伸泰 通信機・家電 空調機器 県内

三菱重工冷熱（株） 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 岡野　伸泰 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 通信機・家電 電話交換機 県内

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 通信機・家電 家電製品 県内

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 通信機・家電 照明器具 県内

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 通信機・家電 空調機器 県内

三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース 電算機 県外

三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース 医療機器 県外

三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース 事務機器・視聴覚機器 県外
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三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース 電気・通信機器 県外

三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース 自動車・船舶 県外

三菱電機フィナンシャルソリューションズ（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 リース その他 産業機械、運転シミュレータ、駐車場管理システム、セキュリティ関連機器、大型映像装置　等 県外

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 通信機・家電 電話交換機 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 通信機・家電 放送機器 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 通信機・家電 無線機器 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 通信機・家電 空調機器 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 農業用機器及び資材 その他 制御機器 県内

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 カール　デッペン 車両 貨物自動車 県外

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 カール　デッペン 車両 バス 県外

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 カール　デッペン 車両 特殊車 県外

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 カール　デッペン 車両 特種用途自動車 県外

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 カール　デッペン 車両 自動車修理 県外

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 電話交換機 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 放送機器 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 無線機器 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 家電製品 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 通信機・家電 その他 消防用指令装置、アンテナ、通信機器付属品 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 リース 電算機 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 リース 電気・通信機器 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 リース その他 消防用指令装置、気象観測装置、公害測定機器 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 消防・保安用品 防犯用品 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 消防・保安用品 防災用品 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 薬品 工業薬品 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 薬品 水道用薬品 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 看板 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 掲示板・標示板 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 標識 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 看板・模型 ナンバープレート 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 消防・保安用品 災害救助機器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 消防・保安用品 防犯用品 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 消防・保安用品 防災用品 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 その他物品 ガラス・フィルム 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 その他物品 選挙備品 県外
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三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 気体分析機器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 液体分析機器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 化学分析機器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 顕微鏡 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 電気計測器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 測量機器 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 度量衡 県外

三ッ矢産業（株） 東京都千代田区内神田二丁目９番６号 橋本　昌憲 理化学機器 実験用機器・什器 県外

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 靴・革製品 革靴 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 靴・革製品 病院用シューズ 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 靴・革製品 手袋 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 靴・革製品 雨衣 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 避難器具 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 災害救助機器 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 非常食 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 防犯用品 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 防災用品 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 消防・保安用品 その他 安全靴 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 看板・模型 掲示板・標示板 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 看板・模型 標識 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 繊維・寝具 帽子 市内

ミドリ安全君津（株） 君津市人見１０１３番地の５ 鷲尾　一郎 繊維・寝具 白衣 市内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 貨物自動車 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 バス 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 特殊車 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 特種用途自動車 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 自動車修理 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 タイヤ 県内

南関東日野自動車（株） 東京都港区新橋五丁目１８番１号 河崎　俊哉 車両 自動車用品 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 通信機・家電 家電製品 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 通信機・家電 照明器具 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 通信機・家電 空調機器 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 避難器具 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 災害救助機器 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 消防・保安用品 防災用品 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 通信機・家電 無線機器 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 リース 電気・通信機器 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 リース その他 消防被服 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 車両 特殊車 県内
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三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 車両 特種用途自動車 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 靴・革製品 革靴 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 靴・革製品 手袋 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 靴・革製品 雨衣 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 繊維・寝具 帽子 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 繊維・寝具 天幕 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 看板・模型 標識 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 運動用品 体育器具 県内

三益消防機材（株） 市川市国分三丁目２１番２１号 山口　康昭 産業用機器及び資材 その他 消防ホースかしめ機 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 通信機・家電 電話交換機 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 通信機・家電 放送機器 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 通信機・家電 家電製品 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 リース 電算機 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 リース 電気・通信機器 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 文具・事務機器 事務機器 県内

（有）宮崎商会 四街道市みのり町４番地の７ 宮崎　勝巳 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（有）宮崎商会 四街道市みのり町４番地の７ 宮崎　勝巳 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋 県内

（有）宮崎商会 四街道市みのり町４番地の７ 宮崎　勝巳 その他物品 ダンボール 県内

（有）宮崎商会 四街道市みのり町４番地の７ 宮崎　勝巳 その他物品 その他 指定ごみ袋 県内

（有）宮崎商会 四街道市みのり町４番地の７ 宮崎　勝巳 文具・事務機器 その他 不織布バッグ 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 印刷・製本 その他 カラーコピー機による印刷 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 その他物品 その他 測量業務におけるその他の物品 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 理化学機器 測量機器 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 写真機 その他 改ざん防止カメラによる撮影データ 県内

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 消防・保安用品 非常食 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 消防・保安用品 その他 防災用ベッド、防災用間仕切り、災害用毛布、災害用仮設トイレ、簡易トイレ 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 繊維・寝具 寝具 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 靴・革製品 手袋 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 靴・革製品 雨衣 県外

（株）ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 三好　尚志 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 その他物品 遊具 市内

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 リース 植木・鉢物 市内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 通信機・家電 放送機器 県内
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（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 通信機・家電 無線機器 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 リース 電算機 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 リース 電気・通信機器 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 その他物品 選挙備品 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 その他物品 その他 選挙関連ソフトウエア 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 通信機・家電 その他 空気清浄機 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 消防・保安用品 その他 視覚障がい者歩行誘導ソフトマット 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 文具・事務機器 その他 マイクロフイルム機材、ドキュメントスキャナ、拡大プリンター 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 リース その他 マイクロフイルム機材、ドキュメントスキャナ、拡大プリンター 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 記念品・贈答品 その他 啓発用物品 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房用防火装置 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 金物 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 食器 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 工具 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 日用雑貨・金物 荒物 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）村幸 東京都台東区寿一丁目５番９号 村田　裕太 その他物品 ごみ処理装置 県外

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 消火器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 避難器具 県内
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ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 非常食 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 警察用品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 防犯用品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 防災用品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防・保安用品 その他 防災倉庫 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 通信機・家電 放送機器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 通信機・家電 無線機器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 通信機・家電 照明器具 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 通信機・家電 その他 アンテナ等 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 帽子 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 寝具 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 天幕 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 繊維・寝具 その他 エアーベット 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 靴・革製品 革靴 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 靴・革製品 手袋 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 靴・革製品 雨衣 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 靴・革製品 皮革製品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 記念品・贈答品 販促用品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 記念品・贈答品 記念品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 日用雑貨・金物 食器 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 日用雑貨・金物 工具 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 看板・模型 看板 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 看板・模型 標識 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 運動用品 レジャー用品 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 運動用品 その他 テント 県内

明協電機（株） 東京都港区芝大門二丁目５番８号 藤山　勝 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 不用品買受 金属くず 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 不用品買受 紙・繊維くず 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 文房具 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 用紙類 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 文具・事務機器 その他 保管箱 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 繊維・寝具 その他 軍手、軍足 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 消防・保安用品 その他 ヘルメット 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 日用雑貨・金物 荒物 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 医療用機器・衛生材料 その他 マスク、消毒液 県外
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名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 リース 自動車・船舶 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 文具・事務機器 用紙類 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 文具・事務機器 事務機器 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 消防・保安用品 非常食 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 消防・保安用品 防災用品 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

名鉄協商（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 小林　昌弘 不用品買受 自動車 県外

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 通信機・家電 照明器具 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 車両 その他 移動用電源車 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 理化学機器 液体分析機器 県内

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 消防・保安用品 防災用品 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 消防・保安用品 その他 組立式緊急用給水セット、緊急用飲料水備蓄タンク、可搬式蓄電システム 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 水道・ガス用資材 その他 不凍急速型空気弁、小型急速空気弁、農業用空気弁、ステンレス製伸縮ジョイント、グロージョイント 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 リース その他 仮設用水道配管資材レンタル、緊急資材共同備蓄システム 県外

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 産業用機器及び資材 その他 ごみ処理用部品 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 理化学機器 化学分析機器 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 理化学機器 電気計測器 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 薬品 検査試薬 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 薬品 工業薬品 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 薬品 水道用薬品 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 土木・建築用機器及び資材 その他 下水道焼却炉用砂 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 薬品 検査試薬 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 薬品 培地 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 薬品 工業薬品 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 薬品 水道用薬品 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 薬品 防疫剤 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 消火器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 非常食 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 警察用品 県内
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（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 通信機・家電 家電製品 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 通信機・家電 空調機器 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 水道・ガス用資材 水道管 県内

（株）メック 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 木内　正昭 水道・ガス用資材 ガス用資材 県内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 電話交換機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 放送機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 無線機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 家電製品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 照明器具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 通信機・家電 空調機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 家具・什器 特注家具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 文具・事務機器 文房具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 文具・事務機器 印章 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 消火器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 避難器具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 災害救助機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 非常食 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 防犯用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 オフセット印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 フォーム印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 活版印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 特殊印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 印刷・製本 地図印刷 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 書籍 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 地図 市内
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（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 教材 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 教育機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 理科実験機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 実習用機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 視聴覚教育機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 楽器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 作業服・事務服 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 帽子 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 白衣 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 寝具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 繊維・寝具 天幕 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 医療用機器・衛生材料 衛生材料 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 理化学機器 顕微鏡 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 理化学機器 電気計測器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 理化学機器 測量機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 理化学機器 実験用機器・什器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 写真機 写真機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 写真機 映写機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 写真機 フィルム 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 金物 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 食器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 工具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 塗料 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 家庭用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 日用雑貨・金物 荒物 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 革靴 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 作業靴・安全靴 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 病院用シューズ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 手袋 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 雨衣 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 靴・革製品 皮革製品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 車両 タイヤ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 車両 自動車用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 じゅうたん 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 カーテン 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内
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（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 建具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 室内装飾品 畳 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 看板 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 掲示板・標示板 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 標識 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 黒板 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 看板・模型 模型・展示品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 燃料・電力 潤滑油 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 運動用品 運動用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 運動用品 武道具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 運動用品 体育器具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 運動用品 運動衣 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 運動用品 レジャー用品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 水道・ガス用資材 パイプ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 産業用機器及び資材 発券機・精算機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 産業用機器及び資材 金属加工用機械 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 産業用機器及び資材 木工用機械 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 産業用機器及び資材 電動工具 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース 電算機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース 寝具・オムツ 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース 電気・通信機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース 自動車・船舶 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 リース その他 自動販売機 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 不用品買受 資源物 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 不用品買受 その他 パソコン・カメラ・複合機・プリンター各種機器 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 ガラス・フィルム 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 食品関係 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 ごみ処理装置 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 ダンボール 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 選挙備品 市内

（株）メディアサイトウ 袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番地１３ 齋藤　直久 その他物品 遊具 市内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 薬品 治療用医薬品 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 薬品 検査試薬 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 薬品 培地 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 薬品 医療用ガス 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内
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（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 理化学機器 顕微鏡 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 理化学機器 実験用機器・什器 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 今川　国明 リース 医療機器 県内

メディフォン（株） 東京都港区赤坂六丁目１４番２号赤坂倉橋ビル３階 澤田　真弓 看板・模型 その他 デジタルサイネージ 県外

メディフォン（株） 東京都港区赤坂六丁目１４番２号赤坂倉橋ビル３階 澤田　真弓 電算機・電算用品 その他 タブレット 県外

メディフォン（株） 東京都港区赤坂六丁目１４番２号赤坂倉橋ビル３階 澤田　真弓 リース 電気・通信機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 調剤用機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）メデイカルシステムズ 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 吉田　勲 家具・什器 スチール製家具・什器 県外

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 運動用品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 武道具 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 体育器具 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 運動衣 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 レジャー用品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 運動用品 その他 遊具、屋外運動器具、屋内運動器具 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 書籍・教材 教材 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 書籍・教材 教育機器 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 避難器具 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 災害救助機器 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 警察用品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 消防・保安用品 防災用品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 記念品・贈答品 販促用品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 記念品・贈答品 記念品 県内

望月スポーツ用具販売（株） 館山市北条２０１３番地 望月　摂子 その他物品 遊具 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 看板・模型 看板 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 看板・模型 掲示板・標示板 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 看板・模型 標識 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 その他物品 その他 ガードレール　各種防護柵　保安用品 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 薬品 治療用医薬品 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 薬品 検査試薬 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 薬品 培地 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 薬品 防疫剤 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 薬品 その他 動物用医薬品 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 理化学機器 電気計測器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 理化学機器 測量機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 理化学機器 実験用機器・什器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品 県内

森久保薬品（株） 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号 森久保　隆彦 農業用機器及び資材 飼料・肥料 県内

（株）モリタエコノス 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 玉置　敏之 車両 特種用途自動車 県内

（株）モリタエコノス 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 玉置　敏之 車両 自動車修理 県内

（株）モリタエコノス 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 玉置　敏之 車両 自動車用品 県内

（株）モリタエコノス 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 玉置　敏之 車両 その他 衛生車、塵芥車、特装車　製造販売 県内

（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 高橋　礼 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 消火器 市内

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 避難器具 市内

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 市内

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 防火服・保護具 市内

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 非常食 市内

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 看板・模型 看板 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 産業用機器及び資材 金属加工用機械 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 運動用品 運動衣 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 運動用品 レジャー用品 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 車両 自動車用品 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 その他物品 その他 ポスター　シール　パンフレット　封筒　伝票等 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 活版印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 特殊印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 地図印刷 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 印刷・製本 電子出版 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 看板・模型 看板 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 看板・模型 掲示板・標示板 県内
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（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 看板・模型 標識 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 記念品・贈答品 販促用品 県内

（有）八千代折込広告 八千代市ゆりのき台七丁目５番３号 石川　俊一 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 印刷・製本 その他 ポリエチレン印刷　ポリ袋印刷　ビニール袋印刷 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋　ポリ袋　袋 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 土木・建築用機器及び資材 その他 フレコンバッグ　土嚢袋　柄袋　ＰＰ袋 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 看板・模型 その他 アクリル 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 その他物品 その他 カラスよけネット　ごみ収集所ネット　 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 記念品・贈答品 その他 手提げ袋 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 靴・革製品 手袋 県内

（株）谷津商会 船橋市習志野二丁目１１番１１号 平岡　昇 靴・革製品 その他 ポリ手袋 県内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 看板 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 掲示板・標示板 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 標識 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 黒板 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 看板・模型 模型・展示品 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 日用雑貨・金物 金物 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 日用雑貨・金物 工具 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 消防・保安用品 消火器 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 消防・保安用品 災害救助機器 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 農業用機器及び資材 農機具 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 農業用機器及び資材 飼料・肥料 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 農業用機器及び資材 種苗・種子 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 農業用機器及び資材 園芸用資材 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 市内

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 不用品買受 自動車 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 車両 乗用車 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 車両 貨物自動車 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 車両 特殊車 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 車両 特種用途自動車 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 車両 自動車修理 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 薬品 工業薬品 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 薬品 水道用薬品 県外

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 燃料・電力 自動車燃料 県内
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ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 燃料・電力 燃料油 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 燃料・電力 潤滑油 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 乗用車 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 貨物自動車 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 軽自動車 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 特殊車 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 特種用途自動車 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 自動車修理 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 タイヤ 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 車両 自動車用品 県内

ヤブサキ産業（株） 市川市菅野４‐１４‐１ 薮嵜　康一 リース 自動車・船舶 県内

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 理化学機器 測量機器 県外

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 その他物品 その他 測量鋲、道路鋲、道路境界プレート、測量杭 県外

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 文具・事務機器 文房具 県外

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 文具・事務機器 事務機器 県外

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 看板・模型 看板 県外

山下商事（株） 東京都渋谷区初台二丁目１１番８号 吉田　公二 看板・模型 黒板 県外

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 不用品買受 金属くず 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 不用品買受 資源物 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 不用品買受 その他 資源物、古紙（段ボール、新聞、雑誌、牛乳パック等）、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 その他物品 ダンボール 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 その他物品 その他 古紙（段ボール、新聞、雑誌、牛乳パック等）、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶 県内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 電話交換機 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 放送機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 無線機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 家電製品 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 照明器具 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 通信機・家電 空調機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 電算機・電算用品 電算機用消耗品 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 文具・事務機器 文房具 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 文具・事務機器 用紙類 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 文具・事務機器 事務機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 家具・什器 木製家具・什器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 家具・什器 スチール製家具・什器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 家具・什器 特注家具 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 消防・保安用品 避難器具 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 消防・保安用品 防火服・保護具 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 消防・保安用品 災害救助機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 消防・保安用品 防災用品 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 リース 電算機 準市内
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（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 リース 事務機器・視聴覚機器 準市内

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１番１号 上野　善紀 リース 電気・通信機器 準市内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 リース 寝具・オムツ 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 繊維・寝具 白衣 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 繊維・寝具 寝具 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 室内装飾品 カーテン 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 家具・什器 特注家具 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 電話交換機 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 放送機器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 無線機器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 家電製品 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 照明器具 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 通信機・家電 空調機器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 給湯器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 家具・什器 木製家具・什器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 家具・什器 スチール製家具・什器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 家具・什器 特注家具 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 じゅうたん 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 カーテン 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 ブラインド 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 緞帳・暗幕 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 簡易間仕切り 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 建具 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 室内装飾品 畳 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 文具・事務機器 文房具 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 文具・事務機器 用紙類 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 文具・事務機器 事務機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 文具・事務機器 印章 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 リース 事務機器・視聴覚機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 リース 電気・通信機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 リース 仮設建物 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 不用品買受 金属くず 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 書籍・教材 教育機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 市内
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（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 記念品・贈答品 バッジ・メダル 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 記念品・贈答品 販促用品 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 記念品・贈答品 記念品 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 消防・保安用品 防災用品 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 電算機・電算用品 電算機用消耗品 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 通信機・家電 家電製品 市内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 通信機・家電 照明器具 市内

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 山下　宏治 産業用機器及び資材 その他 発電機及び空調機 県外

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 その他物品 その他 不動産賃貸 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 放送機器 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 照明器具 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 通信機・家電 その他 掃除機器等 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 リース 植木・鉢物 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 カーテン 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 建具 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 室内装飾品 畳 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）ユーチカ 高知県安芸郡奈半利町乙４４８番地７ 近森　毅 産業用機器及び資材 その他 大型獣用箱ワナ 県外

（株）ユーチカ 高知県安芸郡奈半利町乙４４８番地７ 近森　毅 農業用機器及び資材 その他 捕獲オリ 県外

ユアサ・フナショク（株） 船橋市宮本四丁目１８番６号 山田　共之 薬品 工業薬品 県内

ユアサ・フナショク（株） 船橋市宮本四丁目１８番６号 山田　共之 薬品 水道用薬品 県内

ユアサ・フナショク（株） 船橋市宮本四丁目１８番６号 山田　共之 その他物品 食品関係 県内

ユアサ・フナショク（株） 船橋市宮本四丁目１８番６号 山田　共之 消防・保安用品 非常食 県内

ユアサ・フナショク（株） 船橋市宮本四丁目１８番６号 山田　共之 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 家具・什器 木製家具・什器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 家具・什器 特注家具 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県内
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（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 室内装飾品 じゅうたん 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 室内装飾品 カーテン 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 室内装飾品 ブラインド 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 給湯器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 文具・事務機器 事務機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 消防・保安用品 非常食 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 放送機器 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 家電製品 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 照明器具 県内

（株）優ケア 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 君塚　敏明 通信機・家電 空調機器 県内

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 不用品買受 金属くず 県内

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 不用品買受 機械 県内

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 不用品買受 自動車 県内

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 不用品買受 自転車 県内

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 不用品買受 資源物 県内

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 通信機・家電 放送機器 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 通信機・家電 無線機器 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 通信機・家電 照明器具 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 通信機・家電 空調機器 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 通信機・家電 その他 ＣＣＴＶ、ＩＴＶ 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 通信機・家電 電話交換機 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 通信機・家電 無線機器 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 通信機・家電 家電製品 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 通信機・家電 空調機器 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 文具・事務機器 文房具 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 文具・事務機器 事務機器 県内
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（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 日用雑貨・金物 工具 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ユニーク 柏市柏六丁目４番２４号　柏ビルディング２Ａ 佐藤　明芳 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 水道・ガス用資材 バルブ 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 水道・ガス用資材 その他 流量計等計測機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 理化学機器 気体分析機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 理化学機器 液体分析機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 理化学機器 化学分析機器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 理化学機器 電気計測器 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 薬品 工業薬品 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 薬品 水道用薬品 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 繊維・寝具 帽子 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 文具・事務機器 文房具 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 文具・事務機器 印章 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 日用雑貨・金物 食器 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）ユニマックス 佐倉市井野１５６９番地 高橋　大二郎 その他物品 選挙備品 県内

（株）夢工房 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号　ＴＳＫＫ神戸４階 田中　裕子 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 理化学機器 気象・公害測定機器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 理化学機器 気体分析機器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 理化学機器 液体分析機器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 理化学機器 化学分析機器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 理化学機器 電気計測器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内
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横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 通信機・家電 無線機器 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 水道・ガス用資材 水道メーター 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県内

横浜ウォーター（株） 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 鈴木　慎哉 燃料・電力 電力 県外

（株）横浜電算 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 金子　秀光 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）横浜電算 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 金子　秀光 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）横浜電算 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 金子　秀光 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）横浜電算 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 金子　秀光 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 薬品 検査試薬 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 薬品 工業薬品 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 薬品 水道用薬品 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 産業用機器及び資材 電動工具 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 産業用機器及び資材 その他 薬品注入ポンプ等 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 その他物品 その他 膜モジュール等 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 車両 特種用途自動車 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 車両 その他 消防ポンプ車、小型動力ポンプ積載車、消防司令車、消防指揮車　他 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 消火器 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 避難器具 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 災害救助機器 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 非常食 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 靴・革製品 手袋 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 靴・革製品 雨衣 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 産業用機器及び資材 その他 消防用油圧機器 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 繊維・寝具 寝具 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 繊維・寝具 その他 避難所用マット、避難所用間仕切り、ダンボールベット 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 医療用機器・衛生材料 その他 アルコール消毒、感染対策用品 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 看板・模型 標識 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 看板・模型 その他 消防水利標識、危険物標識、誘導標識 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 船舶・航空機 ボート 県内

（株）吉田商会 市原市青柳北二丁目１番地２２ 氏家　英人 船舶・航空機 その他 救助用ボート 県内

（株）ライジングサンセキュリティーサービス 東京都渋谷区渋谷二丁目１５番１号 八木　均 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ 県外

（株）ライジングサンセキュリティーサービス 東京都渋谷区渋谷二丁目１５番１号 八木　均 理化学機器 その他 サーモグラフィーカメラ 県外

（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 戸田　その子 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（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 戸田　その子 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（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 戸田　その子 印刷・製本 活版印刷 県外

（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 戸田　その子 書籍・教材 書籍 県外

（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 戸田　その子 記念品・贈答品 販促用品 県外

（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 戸田　その子 記念品・贈答品 記念品 県外

（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 戸田　その子 運動用品 運動用品 県外

（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 戸田　その子 その他物品 その他 各種啓発用商品 県外

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 看板 県内
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ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 標識 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 黒板 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 看板・模型 模型・展示品 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 消火器 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 避難器具 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 非常食 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 警察用品 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 防犯用品 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 防災用品 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 消防・保安用品 その他 サイン　標識　看板等 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 土木・建築用機器及び資材 その他 サイン　標識　看板等 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器 県内

ライト・サービス（株） 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 吉田　保 その他物品 その他 サイン　標識　看板等 県内

ラインズ（株） 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号 山口　洋 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

ラインズ（株） 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号 山口　洋 書籍・教材 教材 県外

ラインズ（株） 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号 山口　洋 書籍・教材 教育機器 県外

ラインズ（株） 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号 山口　洋 文具・事務機器 その他 デジタル教材 県外

ラインズ（株） 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号 山口　洋 その他物品 その他 教育用ソフトウェア、入退室管理システム 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 印刷・製本 軽オフセット印刷 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 写真機 写真機 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 写真機 フィルム 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 写真機 ＤＥＰ 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 看板・模型 看板 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

（株）ラボ東京 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 加藤　秀男 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 オフセット印刷 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 フォーム印刷 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 活版印刷 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 特殊印刷 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 地図印刷 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 電子出版 県外

（株）ランズ 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 市岡　正朗 印刷・製本 その他 広報誌・書籍・パンフレット等の編集・制作・取材・デザイン 県外

（株）ランドピア 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目１８番２号　中野オイスタービル４階 吉田　篤司 車両 特殊車 県外

（株）ランドピア 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目１８番２号　中野オイスタービル４階 吉田　篤司 リース 自動車・船舶 県外

（株）ランドピア 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目１８番２号　中野オイスタービル４階 吉田　篤司 リース 仮設建物 県外

リエスパワーネクスト（株） 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号 青木　博幸 燃料・電力 電力 県外

（株）リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合３丁目２１番２号 天野　智 その他物品 その他 上水道漏水調査等、常設型自動配・給水管監視装置（名称：エルサイン）、節水泡沫キャップ（名称：アワーる） 県内

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外
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（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 眼科用機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 歯科用機器 県外

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 医療用機器・衛生材料 動物用管理医療機器 県外

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 文具・事務機器 文房具 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 文具・事務機器 用紙類 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 文具・事務機器 事務機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 電話交換機 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 放送機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 無線機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 家電製品 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 照明器具 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 通信機・家電 空調機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 家具・什器 木製家具・什器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 リース 電算機 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 リース 医療機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

リコージャパン（株） 東京都港区芝三丁目８番２号 木村　和広 リース 電気・通信機器 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース 電算機 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース 医療機器 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース 電気・通信機器 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース 自動車・船舶 県内

リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中村　徳晴 リース その他 理化学機器、商業用・サービス業用機器、産業工作機械、建設機械、トレーニング機器、ＬＥＤ照明器具、各種什器、他 県内

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 薬品 水道用薬品 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 水道・ガス用資材 バルブ 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 水道・ガス用資材 水道管 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 水道・ガス用資材 ろ過材 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 理化学機器 液体分析機器 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 理化学機器 化学分析機器 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 理化学機器 電気計測器 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 理化学機器 測量機器 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 理化学機器 実験用機器・什器 県外

リソースガイア（株） 松戸市稔台六丁目１０番地の１４ 新井　勝夫 不用品買受 金属くず 県内

リソースガイア（株） 松戸市稔台六丁目１０番地の１４ 新井　勝夫 不用品買受 紙・繊維くず 県内

リソースガイア（株） 松戸市稔台六丁目１０番地の１４ 新井　勝夫 不用品買受 自転車 県内

リソースガイア（株） 松戸市稔台六丁目１０番地の１４ 新井　勝夫 不用品買受 資源物 県内

リソースガイア（株） 松戸市稔台六丁目１０番地の１４ 新井　勝夫 不用品買受 その他 ペットボトル 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 文具・事務機器 用紙類 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 文具・事務機器 事務機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 文具・事務機器 その他 システム 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 リース 電算機 県内
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理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 電算機・電算用品 その他 システム 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 書籍・教材 教育機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 通信機・家電 照明器具 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 消火器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 避難器具 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 災害救助機器 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 非常食 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 警察用品 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 防犯用品 県内

理想科学工業（株） 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 羽山　明 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 印刷・製本 特殊印刷 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 印刷・製本 電子出版 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 写真機 ＤＥＰ 県内

（株）リップルアート 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 浅田　豪紀 その他物品 その他 軽オフセット印刷・電子出版 県内

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 電算機・電算用品 その他 図書管理システム 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 文具・事務機器 その他 図書館用品 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 家具・什器 木製家具・什器 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 家具・什器 その他 図書館用家具 県外

（株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 三浦　史朗 書籍・教材 書籍 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 文具・事務機器 用紙類 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 文具・事務機器 事務機器 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 文具・事務機器 その他 発券機 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 電算機・電算用品 その他 情報配信機器 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 リース 電気・通信機器 県外

リプライス（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 永井　佑 その他物品 その他 情報配信機器 県外

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 文具・事務機器 文房具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 文具・事務機器 用紙類 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 文具・事務機器 事務機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 文具・事務機器 印章 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 乗用車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 貨物自動車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 軽自動車 県内
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（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 バス 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 特殊車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 特種用途自動車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 二輪車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 自動車修理 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 タイヤ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 車両 自動車用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 金物 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 食器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 工具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 塗料 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 日用雑貨・金物 荒物 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 電算機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 寝具・オムツ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 電気・通信機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 自動車・船舶 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 リース 植木・鉢物 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 看板 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 標識 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 黒板 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 模型・展示品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 看板・模型 ナンバープレート 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 印刷・製本 オフセット印刷 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 印刷・製本 フォーム印刷 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 書籍 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 教育機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 理科実験機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 実習用機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 視聴覚教育機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 楽器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 ミシン・編み機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 書籍・教材 ＣＤ・レコード等 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 帽子 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 白衣 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 寝具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 繊維・寝具 天幕 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 記念品・贈答品 販促用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 記念品・贈答品 記念品 県内
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（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 写真機 写真機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 写真機 映写機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 写真機 フィルム 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 消防・保安用品 非常食 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 消防・保安用品 防犯用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 消防・保安用品 防災用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 革靴 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 病院用シューズ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 手袋 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 雨衣 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 靴・革製品 皮革製品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 家具・什器 木製家具・什器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 じゅうたん 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 カーテン 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 ブラインド 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 建具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 室内装飾品 畳 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 電話交換機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 放送機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 無線機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 家電製品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 照明器具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 通信機・家電 空調機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運動用品 運動用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運動用品 武道具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運動用品 体育器具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運動用品 運動衣 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運動用品 レジャー用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 水道・ガス用資材 バルブ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 水道・ガス用資材 水道管 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 水道・ガス用資材 パイプ 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 農機具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 種苗・種子 県内
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（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 産業用機器及び資材 発券機・精算機 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 産業用機器及び資材 木工用機械 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満） 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 船舶・航空機 ボート 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 船舶・航空機 船舶用品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 不用品買受 金属くず 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 不用品買受 紙・繊維くず 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 不用品買受 機械 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 不用品買受 自動車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 不用品買受 自転車 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 ガラス・フィルム 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 食品関係 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 ダンボール 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 選挙備品 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 遊具 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他物品 葬儀用品 県内

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

（株）リョーサン 東京都千代田区東神田二丁目３番５号 稲葉　和彦 通信機・家電 無線機器 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 リース 電算機 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 文具・事務機器 用紙類 県外

（株）両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 北澤　直来 文具・事務機器 事務機器 県外

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 産業用機器及び資材 電動工具 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 産業用機器及び資材 その他 膜モジュール、プール循環浄化装置カートリッジ 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 薬品 工業薬品 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 薬品 水道用薬品 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 水道・ガス用資材 ろ過材 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 消防・保安用品 消火器 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 農業用機器及び資材 園芸用資材 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 木材 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（物品）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 希望業種（大分類） 希望業種（中分類） その他の場合（具体的な取扱品名） 所在地区分

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 アスファルト 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 セメント 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 靴・革製品 手袋 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 看板 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 掲示板・標示板 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 標識 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 黒板 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 看板・模型 ナンバープレート 県内

（株）ルネ 浦安市舞浜三丁目３４番５号 松浦　知識 産業用機器及び資材 電動工具 県内

（株）ルネックスプロテクト 福岡県福岡市博多区奈良屋町２番１号　博多蔵本太田ビル１Ｆ 平野　敬三 文具・事務機器 文房具 県外

（株）ルネックスプロテクト 福岡県福岡市博多区奈良屋町２番１号　博多蔵本太田ビル１Ｆ 平野　敬三 文具・事務機器 事務機器 県外

（株）ルネックスプロテクト 福岡県福岡市博多区奈良屋町２番１号　博多蔵本太田ビル１Ｆ 平野　敬三 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 医療用機器・衛生材料 その他 特殊冷蔵庫（ご遺体用等） 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 理化学機器 その他 特殊冷蔵庫（ご遺体用等） 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 消防・保安用品 警察用品 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 消防・保安用品 その他 特殊冷蔵庫（ご遺体用等） 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県外

（有）レイオン機器工業 東京都江戸川区南篠崎町四丁目１３番２２号 寺田　武子 通信機・家電 空調機器 県外

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 リース 寝具・オムツ 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 リース 事務機器・視聴覚機器 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 リース 電気・通信機器 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 リース その他 家電製品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジなど）、車いす、机、椅子、書庫など 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 繊維・寝具 寝具 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 通信機・家電 家電製品 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 通信機・家電 照明器具 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 通信機・家電 空調機器 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 文具・事務機器 事務機器 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 運動用品 運動用品 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 運動用品 武道具 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 運動用品 体育器具 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 運動用品 運動衣 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 運動用品 レジャー用品 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 その他物品 遊具 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 繊維・寝具 天幕 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 消防・保安用品 その他 逮捕術防具及び用品 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 リース その他 トレーニングマシン 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 消火器 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 避難器具 県内
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ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 消火薬剤・中和剤 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 防火服・保護具 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 災害救助機器 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 非常食 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 警察用品 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 防犯用品 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 防災用品 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防・保安用品 その他 災害用毛布・リパック 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 繊維・寝具 その他 半天・イベントブルゾン等 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 車両 特種用途自動車 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 靴・革製品 革靴 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 靴・革製品 手袋 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 靴・革製品 雨衣 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 靴・革製品 皮革製品 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 船舶・航空機 船舶用品 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 船舶・航空機 その他 ジェットスキー 県内

ロジスネクスト東京（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 山田　雅己 車両 特殊車 県外

ロジスネクスト東京（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 山田　雅己 車両 その他 フォークリフト修理、車検等 県外

ロジスネクスト東京（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 山田　雅己 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く） 県外

ロジスネクスト東京（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 山田　雅己 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器 県外

ロジスネクスト東京（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 山田　雅己 リース その他 フォークリフト 県外

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 電話交換機 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 放送機器 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 無線機器 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 家電製品 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 照明器具 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 通信機・家電 空調機器 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 産業用機器及び資材 電動工具 市内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 市内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 繊維・寝具 帽子 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 繊維・寝具 その他 ソックス・ジャンパー・バック・リュック他アクセサリー類 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 記念品・贈答品 販促用品 県内

（株）ロムコーポレーション 印西市船尾１３５６番地１ 景山　宏 記念品・贈答品 記念品 県内

（株）ワーク衡業 東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号 山口　精一 理化学機器 度量衡 県外

（株）ワーク衡業 東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号 山口　精一 理化学機器 その他 計量器・トラックスケール・台秤 県外

（株）ワーク衡業 東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号 山口　精一 その他物品 その他 計量器用部品・消耗品・計量システム用部品・台秤 県外

ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目６番２３号 中村　俊夫 消防・保安用品 防災用品 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 理化学機器 気象・公害測定機器 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 理化学機器 電気計測器 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 理化学機器 測量機器 県外
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（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 理化学機器 度量衡 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 通信機・家電 無線機器 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 リース その他 環境測定器　ＲＹＵＫＡＮなど 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 治療用機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 生体検査機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 検体検査機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 手術関連機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 リース 医療機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 リース 事務機器・視聴覚機器 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 薬品 検査試薬 県外

（株）Ｙメディカル 東京都渋谷区恵比寿二丁目２８番１０号ＳｈｕＢＬＤＧ２９５６ 榊原　健志 薬品 医療用ガス 県外

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 運動用品 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 武道具 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 体育器具 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 運動衣 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 レジャー用品 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 運動用品 その他 トレーニング機器全般、プール用品全般 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 その他物品 その他 清掃用品・用具 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 消防・保安用品 非常食 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 消防・保安用品 防犯用品 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 消防・保安用品 防災用品 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 日用雑貨・金物 金物 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 日用雑貨・金物 家庭用品 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 日用雑貨・金物 荒物 県内

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 小野澤　実 日用雑貨・金物 その他 体育館床面メンテナンス剤 県内

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア 県外

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 電算機・電算用品 電算機用消耗品 県外

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 文具・事務機器 事務機器 県外

早稲田システム開発（株） 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 内田　剛史 リース 電気・通信機器 県外

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 作業服・事務服 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 帽子 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 白衣 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 寝具 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 繊維・寝具 その他 マットレス 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 リース 寝具・オムツ 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 リース その他 白衣、タオル、マットレス、カーテン他 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 靴・革製品 革靴 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 靴・革製品 作業靴・安全靴 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 靴・革製品 病院用シューズ 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 靴・革製品 皮革製品 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 室内装飾品 じゅうたん 県内
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ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 室内装飾品 カーテン 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 室内装飾品 ブラインド 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 室内装飾品 緞帳・暗幕 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 室内装飾品 簡易間仕切り 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 医療用機器・衛生材料 介護用機器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 文具・事務機器 事務機器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 消防・保安用品 非常食 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 厨房機器・浴槽設備 給食用食器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 日用雑貨・金物 食器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 家具・什器 木製家具・什器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 家具・什器 スチール製家具・什器 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 家具・什器 特注家具 県内

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 村田　清和 通信機・家電 家電製品 県内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 水道・ガス用資材 水道メーター 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 水道・ガス用資材 バルブ 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 水道・ガス用資材 水道管 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 水道・ガス用資材 ガス用資材 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 調理用機器 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 給湯器 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 室内装飾品 簡易間仕切り 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 室内装飾品 建具 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 通信機・家電 照明器具 準市内

渡辺パイプ（株） 東京都中央区築地五丁目６番１０号 渡辺　圭祐 通信機・家電 空調機器 準市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 軽オフセット印刷 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 オフセット印刷 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 フォーム印刷 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 特殊印刷 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 地図印刷 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 印刷・製本 電子出版 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 記念品・贈答品 販促用品 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 記念品・贈答品 記念品 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 看板・模型 看板 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 看板・模型 のぼり・旗・たすき 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 看板・模型 横断幕・懸垂幕 市内

ワタナベメディアプロダクツ（株） 木更津市潮見四丁目１４番４号 保坂　純央 その他物品 選挙備品 市内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 看板 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 掲示板・標示板 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 標識 県内
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ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 黒板 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 横断幕・懸垂幕 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 模型・展示品 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 看板・模型 ナンバープレート 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 軽オフセット印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 オフセット印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 フォーム印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 活版印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 特殊印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 地図印刷 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 印刷・製本 電子出版 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 記念品・贈答品 カップ・トロフィー 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 記念品・贈答品 販促用品 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 記念品・贈答品 記念品 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 その他物品 ダンボール 県内

ワンアップ・アド・システム（株） 千葉市中央区神明町１３番地４ 太田　一哉 その他物品 選挙備品 県内

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 避難器具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 災害救助機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 非常食 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 警察用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 防犯用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 消防・保安用品 防災用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 室内装飾品 じゅうたん 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 室内装飾品 カーテン 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 室内装飾品 緞帳・暗幕 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 室内装飾品 簡易間仕切り 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 日用雑貨・金物 工具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 日用雑貨・金物 家庭用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 日用雑貨・金物 荒物 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 記念品・贈答品 バッジ・メダル 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 記念品・贈答品 販促用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 記念品・贈答品 記念品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 文具・事務機器 文房具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 文具・事務機器 用紙類 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 文具・事務機器 事務機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 文具・事務機器 印章 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 書籍・教材 教育機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 書籍・教材 視聴覚教育機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 作業服・事務服 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 帽子 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 白衣 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 寝具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 繊維・寝具 天幕 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 医療用機器・衛生材料 衛生材料 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 理化学機器 顕微鏡 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 革靴 県外
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ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 作業靴・安全靴 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 病院用シューズ 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 手袋 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 雨衣 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 靴・革製品 皮革製品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 看板・模型 掲示板・標示板 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 看板・模型 のぼり・旗・たすき 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 看板・模型 模型・展示品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 電算機・電算用品 汎用コンピュータ 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 通信機・家電 電話機・ファクシミリ 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 通信機・家電 無線機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 通信機・家電 家電製品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 通信機・家電 照明器具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 通信機・家電 空調機器 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 運動用品 体育器具 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 運動用品 レジャー用品 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 その他物品 ダンボール 県外

ヴィレップス（同） 大阪府松原市田井城一丁目６‐２２、５Ｆ‐Ａ 項　帥 その他物品 選挙備品 県外
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