
入札参加資格者名簿（委託）

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 介護・保育 介護サービス 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県外

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）アース産業 館山市正木５１４番地１４ 大山　三喜雄 その他委託 車両運行管理 県内

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 県外

（株）アート 大阪府羽曳野市蔵之内５８３番地の１ 武田　豊 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 警備・受付・施設運営 施設警備 県外
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（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）アート・オブ・スペース 東京都八王子市石川町７４０番地２９ 齋藤　和久 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 広告・催事 会場設営 県外

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 調査・計画 地域計画 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 調査・計画 防災計画 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 調査・計画 その他 景観計画　公共サイン計画　総合計画 県内

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 地域計画 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 環境計画 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 調査・計画 防災計画 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 その他委託 その他 建築設計及び都市・地方計画に関する計画等策定業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内
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（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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 その他委託 翻訳・通訳 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 情報セキュリティ監査、セキュリティ診断 県外

（株）アールキューブ 埼玉県所沢市神米金４９０番地３ 五留場仁　バハラム 情報処理 その他 ＩＴ機器のデータ消去 県外

（株）アールキューブ 埼玉県所沢市神米金４９０番地３ 五留場仁　バハラム その他委託 その他 ＯＡ機器ＩＴ機器ＰＣ類回収 県外

（株）アールキューブ 埼玉県所沢市神米金４９０番地３ 五留場仁　バハラム 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３番地１ 室井　洸人 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３番地１ 室井　洸人 調査・計画 地域計画 県外

（株）アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３番地１ 室井　洸人 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 データ入力 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 計算処理 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 システム運用 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アール・ワイカンパニー 船橋市西船四丁目１８番１４‐２０１号 八板　令州 検査・分析 水質検査 県内

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 地域計画 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 環境計画 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 防災計画 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 調査・計画 その他 観光・教育・人権・産業振興等各種個別行政計画 県外

（株）アイアールエス 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 牧野　昭雄 その他委託 その他 シティセールス業務、その他調査業務 県外

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物設備等保守・修繕 その他 水門、工業計器、台貫設備、ポンプ、防水扉など 県内

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 角野　修一 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 建物設備等保守・修繕 その他 水門等機械設備の保守点検 県外

（株）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 運搬・保管 保管・倉庫業 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 運搬・保管 その他 重要書類梱包サービス、事務機器保管 県内

（株）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 その他委託 その他 キッティング 県内

（株）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 情報処理 データ入力 県内

（株）アイ・エス・エス 市川市鬼高四丁目２番３３号ＮＴＴ鬼高ビル 山本　和也 情報処理 その他 電子化（スキャニング） 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 東京都渋谷区恵比寿一丁目２８番１号 新納　啓介 その他委託 保険業務 県内

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 警備・受付・施設運営 その他 屋外警備 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物管理・清掃 その他 屋外清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 建物設備等保守・修繕 その他 オイルタンク等保守 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 情報処理 データ入力 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 情報処理 システム運用 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外
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（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 緑地管理・道路清掃 その他 公衆トイレ清掃 県外

（株）アイズ 東京都荒川区西尾久四丁目２６番２号 山田　直樹 その他委託 司書・図書整理 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 券売機、レジスター、給食予約システム、入退場システム、駐輪場システム、窓口発行システム等 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 料金調定システム・マッピングシステム等保守及び修繕 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 水質計・水位計等保守 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 建物設備等保守・修繕 その他 活性炭再生業務　活性炭引抜張込業務 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 施設等運転管理他 その他 活性炭再生業務　活性炭引抜張込業務 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 その他委託 その他 活性炭再生業務　活性炭引抜張込業務 県内

（特非）ＩＴプロ技術者機構 埼玉県さいたま市浦和区皇山町３１番２号 安田　晃 情報処理 その他 コンサルティング、情報セキュリティアドバイス 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 情報処理 システム運用 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 情報処理 その他 ＩＣＴ関連コンサルティング 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 人材派遣 その他 ＩＣＴ関連人材派遣 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 調査・計画 その他 ＩＣＴ関連調査・計画 県外

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 石田　伸一 その他委託 その他 ＩＣＴ関連コンサルティング 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 その他 環境プラント（水処理施設（上下水道）、ごみ処理施設等）の運転維持管理 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 環境プラント（水処理施設（上下水道）、ごみ処理施設等）の労働者派遣 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 機器保守 測定機器保守 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 地域計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 防災計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 調査・計画 その他 避難計画策定、総合計画、都市計画、交通計画の検討、策定 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 広告・催事 その他 防災に関する講演会、研修の企画・運営 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内
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（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 情報処理 その他 防災に関するシステム開発、アプリ開発 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 その他委託 その他 防災に関する住民ワークショップ、防災教育の実施支援・教材開発 県内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 データ入力 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 計算処理 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 システム運用 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 システムメンテナンス 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 情報処理 インターネット関連業務 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 広告・催事 広報誌製作 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 広告・催事 催事の企画運営 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 広告・催事 音響・照明操作 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 映画・写真制作 一般写真撮影 市内

アイデザインファクトリー（株） 木更津市港南台五丁目１１番地９ 岡元　誠 映画・写真制作 航空写真撮影 市内

アイネット（株） 福島県会津若松市天神町３０番５２号 佐藤　守哉 その他委託 その他 高齢者緊急通報システム 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 その他委託 その他 コールセンター業務 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 情報処理 データ入力 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）アイネットサポート 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 横田　祐平 調査・計画 市場・経済調査 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 その他委託 封緘・発送業務 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 その他委託 その他 コンタクトセンター全般 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 人材派遣 労働者派遣事業 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 調査・計画 市場・経済調査 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 調査・計画 健康・福祉計画 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 調査・計画 信用調査業務 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 広報誌製作 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 催事の企画運営 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 広告・催事 選挙関連業務 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 情報処理 データ入力 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 情報処理 システム運用 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 情報処理 インターネット関連業務 県外

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市高島一丁目２６番２号 田中　慎一郎 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 建物管理・清掃 その他 文化財ＩＰＭ清掃 県内

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 その他委託 その他 文化財燻蒸業務 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

ＩＰＭサポート（株） いすみ市岬町中原４２２番地 長谷川　利行 建物設備等保守・修繕 その他 燻蒸装置保守管理 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 機器保守 その他 厨房機器 県内

アイレック技建（株） 東京都台東区雷門一丁目４番４号 飯田　敏昭 調査・計画 その他 埋設物・空洞調査 県外

（株）アイワ警備保障 長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３ 伊原　三男 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）アイワ警備保障 長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３ 伊原　三男 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）アイワ警備保障 長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３ 伊原　三男 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アイワ警備保障 長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３ 伊原　三男 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アイワ警備保障 長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３ 伊原　三男 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アウトソーシングトータルサポート 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 渡邊　裕眞 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）アウトソーシングトータルサポート 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 渡邊　裕眞 警備・受付・施設運営 その他 宿泊療養施設の運営支援業務 県外

（株）アウトソーシングトータルサポート 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 渡邊　裕眞 その他委託 その他 役務提供に係る業務委託 県外

アエスト環境（株） 松戸市紙敷１丁目３０番地の２ 三澤　剛 検査・分析 大気検査 県内

アエスト環境（株） 松戸市紙敷１丁目３０番地の２ 三澤　剛 検査・分析 水質検査 県内

アエスト環境（株） 松戸市紙敷１丁目３０番地の２ 三澤　剛 検査・分析 土壌分析 県内

アエスト環境（株） 松戸市紙敷１丁目３０番地の２ 三澤　剛 検査・分析 その他 飲料水検査 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 情報処理 データ入力 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 浄化槽清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 施設等運転管理他 漏水調査 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 緑地管理・道路清掃 その他 道路維持修繕 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 施設等運転管理他 その他 管渠補修、上下水道施設管理 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 建物設備等保守・修繕 その他 管渠補修 市内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ設備保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 その他 自家用電気工作物保安業務 県内

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 建物管理・清掃 その他 上水道施設（配水池・浄水池等）の潜水士・水中ロボットによる不断水清掃、取水口・管内清掃 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 その他委託 その他 上水道施設（配水池・浄水池等）及び施設設備の潜水士・水中ロボットによる不断水清掃・点検・調査・修繕 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 建物設備等保守・修繕 その他 上水道施設（配水池・浄水池等）の潜水士・水中ロボットによる不断水保守点検・修繕、取水口・管内調査 県外

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 長尾　彰 調査・計画 その他 上水道施設（配水池・浄水池等）の調査、内視鏡カメラによる管内調査 県外

アクアテック（株） 松戸市松飛台１５７‐２‐１０１号 松坂　福弘 施設等運転管理他 漏水調査 県内

アクアテック（株） 松戸市松飛台１５７‐２‐１０１号 松坂　福弘 調査・計画 その他 上水道漏水調査 県内

アクアテック（株） 松戸市松飛台１５７‐２‐１０１号 松坂　福弘 その他委託 その他 上水道漏水調査 県内

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 検査・分析 大気検査 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 検査・分析 水質検査 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 検査・分析 土壌分析 県外
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（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 施設等運転管理他 その他 ろ材交換 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 緑地管理・道路清掃 その他 便所清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 建物設備等保守・修繕 その他 給水設備、ろ過設備、水処理設備、浄化槽設備等の保守点検修繕 県内

アクアライフ（株） 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町７‐８ハイツジェネス２０３号 松坂　弘樹 施設等運転管理他 漏水調査 県外

アクアライフ（株） 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町７‐８ハイツジェネス２０３号 松坂　弘樹 調査・計画 その他 上水道漏水調査 県外

アクアライフ（株） 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町７‐８ハイツジェネス２０３号 松坂　弘樹 その他委託 その他 上水道漏水調査 県外

アクエアー（株） 群馬県前橋市問屋町一丁目１１番地３ 井上　茂 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

アクエアー（株） 群馬県前橋市問屋町一丁目１１番地３ 井上　茂 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 その他委託 その他 交通安全施設（区画線、道路反射鏡、道路標識、防護柵　等）の設置 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外
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（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）アクセルオン 神奈川県横浜市中区長者町二丁目５番１８号 志茂　学 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）アクティー 野田市木間ケ瀬４９８１番地 吉田　裕二 その他委託 その他 工業薬品、活性炭等入替、交換業務委託等 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 受電設備、変電設備、発電設備、消防設備、防災設備、冷暖房機、フィルター清掃、ボイラー・冷凍機の点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 建物の総合的な管理業務 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 その他委託 その他 仮設ハウス・簡易トイレ賃借及び管理清掃業務 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 地図データ作成 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 調査・計画 その他 農業振興地域整備計画、都市計画 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 映画・写真制作 航空写真撮影 県内
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アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 遊具 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 検査・分析 騒音レベル 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 その他 ＧＩＳ講師 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 機器保守 事務機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 その他 有料職業紹介・インキュベーションオフィス事業・採用支援・人材育成・起業家支援・経営者育成・新規事業の創生・Ｍ＆Ａ仲介・バックオフィス支援・コンサルティング事業 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 市場・経済調査 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 看板等の設置 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 その他委託 その他 埴輪等レプリカ作製 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 検査・分析 水質検査 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 検査・分析 土壌分析 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 調査・計画 防災計画 県内

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 会場設営 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）朝日オリコミ 東京都中央区築地五丁目３番２号 増井　一実 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 その他 松くい虫防除・地上薬剤散布、樹木調査診断 県内

（株）アサヒグリーン 千葉市若葉区源町１０６番地２ 君塚　幸申 調査・計画 環境計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 調査・計画 防災計画 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 機器保守 事務機器保守 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 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 緑地管理・道路清掃 その他 松くい虫防除　樹木診断 県内

（株）アサヒサニター 千葉市中央区椿森５丁目７番２号 君塚　幸申 その他委託 その他 松くい虫防除　樹木診断 県内

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 データ入力 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 計算処理 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 システム運用 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 システムメンテナンス 県外
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朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 コンピュータマッピング 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 インターネット関連業務 県外

朝日システム（株） 福島県福島市伏拝字台田１番地の２ 成茂　彩生 情報処理 その他 ＧＩＳ関連業務 県外

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 情報処理 データ入力 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 情報処理 計算処理 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 情報処理 コンピュータマッピング 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 情報処理 その他 　 市内

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 一般清掃 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 病院清掃 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

旭ビル管理（株） 埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目１３４番地２ 宍戸　壮一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 検査・分析 その他 建築設備検査 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 調査・計画 その他 特殊建築物等調査 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 その他委託 その他 施設劣化調査 県外

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 機器保守 その他 揚排水機保守 県内

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）アサンテ 東京都新宿区新宿一丁目３３番１５号 宮内　征 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）アサンテ 東京都新宿区新宿一丁目３３番１５号 宮内　征 その他委託 その他 一般衛生害虫防除 県外

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 調査・計画 環境アセスメント調査 県内
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（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 調査・計画 環境計画 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 情報処理 データ入力 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 情報処理 システム運用 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 検査・分析 大気検査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 検査・分析 水質検査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 検査・分析 土壌分析 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 映画・写真制作 その他 全天周映像 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 その他 金属等分析 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 道路交通標識調査 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 機器保守 その他 ＧＩＳソフト及び周辺機器 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 調査・計画 その他 道路付属施設の調査点検 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 病院清掃 県内
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（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 その他委託 メーター検針 県内

（株）アジャスト 東京都新宿区西新宿三丁目５番１２‐２０１号 池田　達也 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）明日香 東京都文京区小石川五丁目２番２号 萩野　吉俗 介護・保育 保育業務 県外

（株）明日香 東京都文京区小石川五丁目２番２号 萩野　吉俗 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）明日香 東京都文京区小石川五丁目２番２号 萩野　吉俗 その他委託 その他 保育士・幼稚園教諭向け研修事業 県外

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 調査・計画 交通関係調査 市内

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 情報処理 その他 ８ｍｍ・１６ｍｍ等フィルム、各種ビデオテープ等アナログ動画、古文書・古地図、写真（ネガポジ）マイクロ等のアナログ静止画の高精細デジタル化 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 その他 ８ｍｍ・１６ｍｍ等フィルム、各種ビデオテープ等アナログ動画、古文書・古地図、写真（ネガポジ）マイクロ等のアナログ静止画の高精細デジタル化 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 その他委託 その他 ８ｍｍ・１６ｍｍ等フィルム、各種ビデオテープ等アナログ動画、古文書・古地図、写真（ネガポジ）マイクロ等のアナログ静止画の高精細デジタル化 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外
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（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）アスメイク 埼玉県朝霞市西弁財二丁目３番地２鈴也ビル１０３ 中野　広幸 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 調査・計画 地域計画 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 計測・制御システム保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 その他 計測・制御システム保守点検 県内

（株）東交通 山武郡芝山町香山新田５７番地１ 山川　弘道 運搬・保管 旅客輸送 県内

（株）東交通 山武郡芝山町香山新田５７番地１ 山川　弘道 その他委託 車両運行管理 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 その他委託 その他 音響・映像・照明設備に係る業務 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 調査・計画 地域計画 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

足立不動産鑑定事務所 浦安市舞浜三丁目２０番１４号 足立　順子 その他委託 不動産鑑定 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 情報処理 データ入力 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 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 広報誌製作 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

アトムケア（株） 木更津市岩根三丁目９番５号 能城　京子 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 旅客輸送 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 運搬・保管 放置自転車撤去 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 情報処理 データ入力 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 人材派遣 スポーツインストラクター 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 機器保守 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 介護・保育 介護サービス 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 介護・保育 保育業務 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 その他委託 司書・図書整理 市内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 車両運行管理 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階 永利　智子 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階 永利　智子 調査・計画 地域計画 県外

（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階 永利　智子 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階 永利　智子 調査・計画 環境計画 県外

（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階 永利　智子 調査・計画 その他 再生可能エネルギー導入計画、バイオマス活用計画、バイオマス産業都市構想、男女共同参画計画、空家対策計画 県外

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備、プール監視業務、花火大会等の雑踏警備、スポーツイベント警備、その他イベント警備 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 建物管理・清掃 その他 プール等の清掃 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 その他委託 メーター検針 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 その他委託 その他 有料道路等の料金徴収業務 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）アニバーサリー 千葉市中央区椿森一丁目１９番３号 渡邉　俊明 調査・計画 その他 交通量調査 県内

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 システム運用 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 システムメンテナンス 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 コンピュータマッピング 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 インターネット関連業務 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 情報処理 その他 ＩＴコンサルティング・システム監査 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 市場・経済調査 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 地域計画 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 健康・福祉計画 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 環境計画 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 防災計画 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 調査・計画 その他 総合計画・事業計画・その他 県外

アビームコンサルティング（株） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング 鴨居　達哉 その他委託 その他 経営コンサルティング 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内
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（株）アビック 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 秋山　英樹 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 その他 砂ろ過器等　活性炭吸着機等　排水処理施設機器等 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 料金徴収業務 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 理化学分析器保守 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 機器保守 遊具 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 その他委託 その他 看板改修 県外

アポプラスキャリア（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 藤本　輝 人材派遣 労働者派遣事業 県外

アポプラスキャリア（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 藤本　輝 その他委託 その他 人材紹介事業、コールセンター事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 その他委託 その他 社員証・職員証作成業務委託、駐車券作成業務委託 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 入退室管理装置機器保守点検業務、駐車場管制機器保守点検業務　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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 その他委託 その他 井戸設備 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 調査・計画 その他 井戸設備 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 機器保守 その他 濾材 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 その他委託 料金徴収業務 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外
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（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）アマラン 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 立原　三男 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 建物設備等保守・修繕 その他 建物設備劣化調査 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 建物管理・清掃 その他 建物劣化調査 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 検査・分析 その他 非破壊検査 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 調査・計画 その他 構造物劣化調査 県外

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 広告・催事 その他 看板等の改修・補修・メンテナンス 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 その他委託 その他 彫刻・モニュメントのメンテナンス・補修・移設 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物管理・清掃 その他 上記以外の建物管理・清掃 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内
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（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 建物設備等保守・修繕 その他 上記以外の建物設備等保守・修繕 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 警備・受付・施設運営 その他 上記以外の警備・受付・施設運営 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 検査・分析 水質検査 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 その他委託 メーター検針 県内

（株）アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 川上　英則 その他委託 料金徴収業務 県内

新井総合施設（株） 君津市怒田字花立６４３番地１ 新井　隆太 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

新井総合施設（株） 君津市怒田字花立６４３番地１ 新井　隆太 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階 大野　勝利 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階 大野　勝利 情報処理 インターネット関連業務 県外

アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階 大野　勝利 情報処理 その他 ホームページ診断・研修等コンサルティング 県外

アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階 大野　勝利 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階 大野　勝利 調査・計画 市場・経済調査 県外

荒木防災（株） 四街道市池花一丁目４番１６号 荒木　大作 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 警備・受付・施設運営 その他 警備輸送業務 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 運搬・保管 その他 公金輸送業務 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 その他委託 その他 光触媒抗菌抗ウィルスコーティング 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 その他委託 その他 有害鳥獣捕獲 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内
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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 機器保守 医療機器保守 県外

（株）アルファ 千葉市中央区今井町１２８４番地７ 伯耆田　八十吉 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

アンドデジタル（株） 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 伊藤　雄剛 人材派遣 労働者派遣事業 県外

アンドデジタル（株） 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 伊藤　雄剛 情報処理 データ入力 県外

アンドデジタル（株） 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 伊藤　雄剛 情報処理 計算処理 県外

アンドデジタル（株） 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 伊藤　雄剛 情報処理 インターネット関連業務 県外

アンドデジタル（株） 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 伊藤　雄剛 広告・催事 その他 デジタル広告代理及びデジタル広告に関するコンサルティング 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 その他委託 車両運行管理 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）イー・アール 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 林　文彦 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内
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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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 その他委託 その他 給水施設保守管理委託　水門等点検委託　一般機器点検整備委託　 県外

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 その他委託 動物飼育 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）イーエスケー 浦安市堀江四丁目８番１‐４１２号ライオンズマンション浦安一番館 柏崎　昌幸 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 建物管理・清掃 一般清掃 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

ｅａｇｅｒｉｓｅ（同） 東京都葛飾区四つ木三丁目５番１１号 泉谷　のどか 情報処理 データ入力 県外

イー・ステージ（株） 長野県小諸市大字平原３０９番地１ 鈴木　宏信 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

イー・ステージ（株） 長野県小諸市大字平原３０９番地１ 鈴木　宏信 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

イー・ステージ（株） 長野県小諸市大字平原３０９番地１ 鈴木　宏信 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

イー・ステージ（株） 長野県小諸市大字平原３０９番地１ 鈴木　宏信 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内
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（有）飯島写真製作所 成田市飯田町１３２番地の１０ 飯嶋　國扶 映画・写真制作 光ディスク入力 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 映画・写真制作 その他 古文書航空写真和紙書類の電子化 県内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

飯田防災設備（株） 鎌ヶ谷市中沢６２５番地２ 飯田　朗洋 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

飯田防災設備（株） 鎌ヶ谷市中沢６２５番地２ 飯田　朗洋 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 検査・分析 大気検査 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 検査・分析 水質検査 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 検査・分析 土壌分析 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 検査・分析 その他 汚泥焼却分析 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）飯塚 松戸市東松戸四丁目１６番地の２ 飯塚　貴之 機器保守 測定機器保守 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 その他委託 その他 理化学機器等保守業務 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ｉ‐ｏｎ 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 細井　菜穂子 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ＩＧＬＯＯＯ 東京都千代田区九段北一丁目４番１号 小林　令 広告・催事 その他 海外向けインターネットメディア運営、海外向けコンテンツ制作及びプロモーション 県外

（株）ＩＧＬＯＯＯ 東京都千代田区九段北一丁目４番１号 小林　令 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ＩＧＬＯＯＯ 東京都千代田区九段北一丁目４番１号 小林　令 調査・計画 その他 世論・意識調査（海外） 県外

（株）ＩＧＬＯＯＯ 東京都千代田区九段北一丁目４番１号 小林　令 その他委託 翻訳・通訳 県外

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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＡＳＰサービス 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外
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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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 会場設営 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 広告・催事 その他 医師を活用した商品サンプリングアンケート 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 調査・計画 地域計画 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 集団検診 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 医療・医事・給食 その他 コロナウイルスワクチン接種後の副反応相談窓口運用、アンケートなど 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 情報処理 データ入力 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 情報処理 システム運用 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 検査・分析 理化学検査 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 検査・分析 臨床検査 県外

（株）医師のとも 東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番４号 柳川　圭子 人材派遣 その他 有料職業紹介（医師・看護師・薬剤師・保健師） 県外

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 一般清掃 県内
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（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）和心 東京都新宿区市谷台町４番２号 峯尾　正和 その他委託 料金徴収業務 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 機器保守 通信機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内
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入札参加資格者名簿（委託）
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（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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 排水管・槽清掃 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 一般清掃 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

市川市ビル管理事業（協） 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟１０２号 久徳　晴久 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 緑地管理・道路清掃 その他 調整池清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 施設等運転管理他 その他 ピット清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）市原環境サービス 市原市上高根１１７２番地３ 大野　俊夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

市原警備保障（株） 市原市五井西二丁目３番地５ 滝口　元康 警備・受付・施設運営 施設警備 県内
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市原警備保障（株） 市原市五井西二丁目３番地５ 滝口　元康 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

市原警備保障（株） 市原市五井西二丁目３番地５ 滝口　元康 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

市原警備保障（株） 市原市五井西二丁目３番地５ 滝口　元康 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備　雑踏警備　貴重品運搬警備　防犯カメラ設置 県内

（株）市原三久 市原市上高根１７４３番地９ 矢部　宗利 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 その他委託 メーター検針 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 その他委託 その他 水道センター業務他 県内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）市原ニューエナジー 市原市万田野７３３番地 杉田　昭義 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）市原ニューエナジー 市原市万田野７３３番地 杉田　昭義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）市原ニューエナジー 市原市万田野７３３番地 杉田　昭義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）市原ニューエナジー 市原市万田野７３３番地 杉田　昭義 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）市原ニューエナジー 市原市万田野７３３番地 杉田　昭義 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

一冨士フードサービス（株） 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 大西　博史 医療・医事・給食 病院給食 県外

一冨士フードサービス（株） 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 大西　博史 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 施設等運転管理他 漏水調査 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

一守建設（株） 千葉市緑区あすみが丘四丁目１番４号 秋山　一男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 その他委託 その他 執務環境現況調査・執務環境整備業務等 県内

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 大気検査 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 水質検査 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 土壌分析 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 検査・分析 その他 アスベスト調査、作業環境測定 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北一丁目２６番８号 伊藤　具厚 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 一般清掃 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 病院清掃 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外
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伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 警備・受付・施設運営 機械警備 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 深城　浩二 検査・分析 水質検査 県外

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 施設等運転管理他 漏水調査 市内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 催事の企画運営 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 会場設営 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 音響・照明操作 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 選挙関連業務 県内

稲垣興業（株） 成田市東町１５６番地の６ 菊地　貴 広告・催事 看板等の設置 県内

イヌイ運送（株） 東京都江東区東雲２丁目１番１０号 乾　隆志 運搬・保管 事務所移転 県外

イヌイ運送（株） 東京都江東区東雲２丁目１番１０号 乾　隆志 運搬・保管 貨物輸送 県外

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 緑地管理・道路清掃 その他 花壇管理、緑地散水 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 機器保守 遊具 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 広告・催事 選挙関連業務 市内

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 大気検査 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 水質検査 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 土壌分析 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 理化学検査 県外
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（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 検査・分析 その他 計量証明事業（濃度関係）、温泉成分分析、簡易専用水道管理検査、医薬品検査等 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（一財）茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８番４７ 横濱　明 建物管理・清掃 その他 作業環境測定 県外

イフスコヘルスケア（株） 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 高石　清彦 医療・医事・給食 病院給食 県外

イフスコヘルスケア（株） 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 高石　清彦 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 情報処理 データ入力 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 情報処理 計算処理 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 医療・医事・給食 集団検診 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 調査・計画 地域計画 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）イマージュ 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 沢田　晃 検査・分析 臨床検査 県外

（株）医療分析センター 東京都千代田区神田和泉町１番地３の４ 宮崎　明義 その他委託 その他 ストレスチェック 県外

医療法人社団紫穏会 東京都中央区日本橋二丁目２番２号マルヒロ日本橋ビル５階 坂　達典 検査・分析 その他 ＰＣＲ検査、抗原検査 県外

医療法人社団福生会 千葉市中央区道場南一丁目１２番７号 斎藤　順之 医療・医事・給食 集団検診 県内

医療法人社団福生会 千葉市中央区道場南一丁目１２番７号 斎藤　順之 医療・医事・給食 特定保健指導 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 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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 医療・医事・給食 集団検診 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 医療・医事・給食 特定保健指導 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 医療・医事・給食 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 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 その他委託 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 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 臨床検査 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外
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入札参加資格者名簿（委託）

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）岩下不動産鑑定事務所 船橋市宮本一丁目６番１８号 岩下　杉彦 その他委託 不動産鑑定 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ設備保守点検 県内

イン・エックス（株） 東京都台東区駒形二丁目５番６号 日下　剛 情報処理 システム運用 県外

イン・エックス（株） 東京都台東区駒形二丁目５番６号 日下　剛 情報処理 システムメンテナンス 県外

イン・エックス（株） 東京都台東区駒形二丁目５番６号 日下　剛 情報処理 その他 土木積算システムデータ保守 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 有機溶剤・特定化学物質作業環境測定 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 その他委託 その他 放射線施設の維持管理 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 人材派遣 その他 研修講師派遣 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 その他委託 その他 ストレスチェック、職員研修全般 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 情報処理 システム運用 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 情報処理 その他 ＡＩ・ＲＰＡ導入支援 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 映画・写真制作 その他 スライド制作、テキスト等印刷物の企画・製作 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 舟橋　孝之 広告・催事 会場設営 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 通信機器保守 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 会場設営 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 広告・催事 その他 イベント企画、実施 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 地域計画 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 調査・計画 環境計画 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 情報処理 インターネット関連業務 県外
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入札参加資格者名簿（委託）
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（株）インテグレートコミュニケーションズ 東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階 阿部　健一郎 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 データ入力 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 計算処理 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 システム運用 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 北岡　隆之 情報処理 その他 システム導入コンサル等 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 地域計画 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 環境計画 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 防災計画 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 調査・計画 その他 事業可能性調査 県外

（株）印東不動産鑑定 木更津市富士見二丁目４番５号 印東　伸泰 その他委託 不動産鑑定 市内

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 その他委託 その他 コールセンター、督促、勧誘 県外

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）インバウンドテック 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 東間　大 情報処理 データ入力 県外

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（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 情報処理 データ入力 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 情報処理 その他 紙文書・冊子・マイクロフィルムなどスキャニング、画像および関連情報の作製・データ変換・加工など 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 その他 古文書、貴重書、大型図面・資料、古地図、立体物などのデジタル写真撮影 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 マイクロフィルムの保存状況（劣化状況）調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 運搬・保管 保管・倉庫業 県内
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（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 その他委託 メーター検針 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 その他委託 車両運行管理 県内

（株）ウィズ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ 宗吉　秀之 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）ウィルエージェンシー 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 須田　純一 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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・医事・給食 特定保健指導 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 その他委託 封緘・発送業務 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 検査・分析 その他 データヘルス計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ウェルプラ 東京都台東区柳橋一丁目２６番３号 上谷　祐次亮 その他委託 その他 ストレスチェック業務 県外

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 地域計画 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 調査・計画 防災計画 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 情報処理 データ入力 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 検査・分析 大気検査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 検査・分析 水質検査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）上田墨縄堂 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 上田　誠 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）上田墨縄堂 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 上田　誠 その他委託 その他 文化財修理 県外

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）植久庭園 八千代市大和田新田１１５３番地 田村　智典 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（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 その他委託 その他 介護予防、健康測定 県外
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（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 介護・保育 介護サービス 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 その他 上水施設保守点検 県外

（株）ウォーターワークス 福岡県福岡市博多区春町１丁目６番１‐３１０号 築山　栄 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）ウォーターワークス 福岡県福岡市博多区春町１丁目６番１‐３１０号 築山　栄 その他委託 その他 漏水調査 県外

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 その他委託 その他 特定労働者派遣事業 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 データ入力 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 計算処理 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 システム運用 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ウチダ人材開発センタ 東京都墨田区横網一丁目６番１号国際ファッションセンタービル７階 冨田　伸一郎 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 大久保　昇 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 その他 情報機器保守 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 運搬・保管 事務所移転 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 その他 図書館運営支援 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 地域計画 県外

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内
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（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）内山建設 君津市三直１２７４番地 内山　貴美子 緑地管理・道路清掃 その他 バスターミナル清掃等管理 市内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 その他委託 その他 メーター交換 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 機器保守 事務機器保守 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 機器保守 通信機器保守 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 原本　智多 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 データ入力 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 計算処理 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 システム運用 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 システムメンテナンス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 コンピュータマッピング 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 情報処理 インターネット関連業務 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 人材派遣 労働者派遣事業 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 機器保守 事務機器保守 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 機器保守 通信機器保守 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 機器保守 医療機器保守 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 機器保守 測定機器保守 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 検査・分析 大気検査 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 検査・分析 水質検査 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 検査・分析 理化学検査 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 調査・計画 市場・経済調査 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 広告・催事 会場設営 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 介護・保育 介護サービス 県内

ＡＱソリューションズ（株） 柏市旭町六丁目２番３２‐５号 原本　智多 その他委託 翻訳・通訳 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 コンピュータの保守・運用、システム開発・運用・保守、電子機器の導入サポート、電子機器の導入・運用研修等 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 広告・催事 催事の企画運営 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 　有料職業紹介事業 県外

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 調査・計画 環境計画 県内
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（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 調査・計画 防災計画 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 検査・分析 大気検査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 検査・分析 土壌分析 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 建物管理・清掃 一般清掃 県外

エースパワー（株） 東京都豊島区西池袋３丁目２５番１５号ＩＢ第一ビル５Ｂ 今井　克敏 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 ＷＥＢ広告・トータルプロモーション提案等 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 その他 ＣＭ等 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 交通関係調査 県外
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入札参加資格者名簿（委託）

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）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 調査・計画 その他 協賛店獲得等 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＷＥＢマーケティング等 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 その他 アメニティ・ノベルティの企画提案、ネーミング、キャッチフレーズ、マーク・ロゴ 県外

（株）栄光通商 茨城県水戸市杉崎町１２６３番地の１ 大関　修右 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）栄光通商 茨城県水戸市杉崎町１２６３番地の１ 大関　修右 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）栄光通商 茨城県水戸市杉崎町１２６３番地の１ 大関　修右 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）栄光通商 茨城県水戸市杉崎町１２６３番地の１ 大関　修右 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 情報処理 データ入力 県内

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 情報処理 システム運用 県内

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）エイシル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階 長谷川　雄一 人材派遣 労働者派遣事業 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 防災計画 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 その他委託 その他 棚卸、防災倉庫確認 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 運搬・保管 その他 防災備蓄品の運搬・保管、印刷物の運搬・保管、シェアリング自転車、帳簿類の運搬・保管 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 機器保守 その他 ポータブル発電機の保守、防災備蓄品の保守、シェアリング自転車 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 防災倉庫、太陽光発電装置、シェアリング自転車基地 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 その他 ネットワークシステムの設計、構築、運用、保守サービス 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 情報処理 データ入力 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 情報処理 計算処理 県外

（株）ＨＹＫヒューマンサポート 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番３号　日本橋オリーブビル３階 大貫　和彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 県外
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入札参加資格者名簿（委託）

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）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 システムメンテナンス 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 騒音レベル 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 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 広告・催事 会場設営 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号エイトビル 白柳　雅文 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 地域計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 環境計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 防災計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 調査・計画 その他 公共施設マネジメント調査、ＰＦＩ等アドバイザリー調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 大気検査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 水質検査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 土壌分析 県内
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（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 検査・分析 その他 精密機能検査（廃棄物処理施設） 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 情報処理 データ入力 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 情報処理 システム運用 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）エイド 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 齋藤　豊 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 火葬場管理 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 その他委託 その他 火葬場管理 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 ガードレール清掃 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 県外
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（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 情報処理 システム運用 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 施設等運転管理他 ガス管点検調査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 臨床検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 その他委託 その他 情報システム・ＡＶシステム・防災無線・消防無線の構築に係る支援業務（設計・監理等も含む） 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 その他 情報セキュリティコンサル、監査等 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 地域情報化計画、防災・消防無線構築等に係る調査・計画策定等 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 映画・写真制作 その他 教材・紹介ビデオ制作、ｅラーニング教材の制作等 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 大気検査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 水質検査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 土壌分析 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 理化学検査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 人材派遣 労働者派遣事業 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 その他委託 司書・図書整理 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 一般清掃 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 病院清掃 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

エクレ（株） 東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 濱田　菊子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内
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（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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目２番２０号エコ計画浦和ビル 井上　綱隆 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目２番２０号エコ計画浦和ビル 井上　綱隆 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目２番２０号エコ計画浦和ビル 井上　綱隆 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目２番２０号エコ計画浦和ビル 井上　綱隆 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目２番２０号エコ計画浦和ビル 井上　綱隆 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

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 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号３０‐２ 大池　秀和 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号３０‐２ 大池　秀和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号３０‐２ 大池　秀和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号３０‐２ 大池　秀和 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号３０‐２ 大池　秀和 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室 仲村　樹正 その他委託 メーター検針 県外

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室 仲村　樹正 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室 仲村　樹正 その他委託 その他 納税コールセンター運営業務、市民課窓口業務 県外

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室 仲村　樹正 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室 仲村　樹正 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）エコル 東京都港区高輪三丁目４番１号 大島　渡 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）エコル 東京都港区高輪三丁目４番１号 大島　渡 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）エコル 東京都港区高輪三丁目４番１号 大島　渡 緑地管理・道路清掃 その他 街路樹診断、樹木診断 県外

（株）エコル 東京都港区高輪三丁目４番１号 大島　渡 調査・計画 その他 街路樹診断、樹木診断 県外

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）エスアール管理 柏市逆井一丁目６番１２号　２階Ｂ室 石川　英樹 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県外
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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 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 測定機器保守 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 機器保守 遊具 県内

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 データ入力 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 計算処理 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 システム運用 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）エスエスイー 東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号 榎本　宗義 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（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 その他委託 土地家屋調査 市内

（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 情報処理 データ入力 市内

ＳＣＳＫサービスウェア（株） 東京都江東区豊洲３丁目２番地２４号　豊洲フォレシア１２階 渡辺　篤史 情報処理 データ入力 県外

ＳＣＳＫサービスウェア（株） 東京都江東区豊洲３丁目２番地２４号　豊洲フォレシア１２階 渡辺　篤史 その他委託 その他 コールセンタ 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 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 広報誌製作 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 情報処理 データ入力 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 その他委託 翻訳・通訳 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 その他委託 封緘・発送業務 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 その他委託 その他 ＢＰＯ業務、コールセンター運営等 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 情報処理 データ入力 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 調査・計画 市場・経済調査 県外

ＳＢＩビジネス・イノベーター（株） 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 岩吉　直樹 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 調査・計画 地域計画 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 調査・計画 防災計画 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 調査・計画 その他 電波障害調査、ＦＭ調査、スピーカー・サイレン音響調査 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 その他委託 その他 電波障害調査、ＦＭ調査、スピーカー・サイレン音響調査 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 機器保守 通信機器保守 県外

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 機器保守 その他 防災無線設備機器保守 県外

（株）エスピー研 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号 安良岡　洋介 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）エスピー研 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号 安良岡　洋介 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）エスピー研 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号 安良岡　洋介 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）エスピー研 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号 安良岡　洋介 情報処理 データ入力 県外

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 交通関係調査 県内
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（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 地域計画 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 環境計画 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 調査・計画 防災計画 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 情報処理 データ入力 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 情報処理 計算処理 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 地域計画 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 環境計画 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 防災計画 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 調査・計画 その他 温暖化対策、環境リスク（土壌化学物質）、新エネルギー（バイオマス等）調査・計画 県外

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 一般清掃 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 病院清掃 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

江戸川商事（株） 千葉市中央区富士見２丁目９番２８号 津田　真吾 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 情報処理 データ入力 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 情報処理 計算処理 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 情報処理 システム運用 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）ＮＩＤ・ＭＩ 千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階 小菅　宏 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 大気検査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 水質検査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 土壌分析 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 理化学検査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 検査・分析 その他 作業環境測定、臭気測定 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 情報処理 システム運用 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 機器保守 その他 電算機保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 コールセンター・ヘルプデスク 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 翻訳・通訳 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 運搬・保管 事務所移転 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 ＯＡ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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 準市内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 大気検査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 水質検査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 土壌分析 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 騒音レベル 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 検査・分析 その他 アスベスト分析 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 調査・計画 交通関係調査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 調査・計画 環境計画 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 病院清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内
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ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ＮＳＫクリーンサービス（株） 千葉市中央区新宿２丁目５番９号　８藤ビル８０４号 千脇　照己 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 地域計画 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 環境計画 県内
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（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 調査・計画 防災計画 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 その他委託 メーター検針 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 映画・写真制作 その他 プラネタリウム番組制作 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 会場設営 県内

（株）エヌケイエス 我孫子市柴崎台一丁目７番８号 中井　達也 広告・催事 音響・照明操作 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 施設等運転管理他 その他 ドローン調査、マンホール調査、流量調査、水位調査、不明水調査、履行監視 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 データ入力 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 計算処理 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 システム運用 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 情報処理 その他 クラウドサービス 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 調査・計画 環境計画 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 調査・計画 防災計画 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 検査・分析 水質検査 県内
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（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 検査・分析 騒音レベル 県内

ＮＴＳリサーチ（株） 東京都港区芝浦三丁目１６番２０号 田中　菊二 その他委託 その他 訪問調査業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ネットワーク業務 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 市場・経済調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ネットワーク業務、ソフトウェア保守 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 機器保守 事務機器保守 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 その他 システムコンサル等 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 防災計画 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 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 情報処理 データ入力 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 情報処理 計算処理 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 情報処理 システム運用 県内

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 松戸市松戸２０５９番地 飯塚　浩 情報処理 システムメンテナンス 県内
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（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 地域計画 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 環境計画 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 防災計画 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 調査・計画 その他 各種調査研究・コンサルティング 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 情報処理 その他 最適化およびシステムコンサルティング 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 広告・催事 その他 各種教育研修・セミナーの実施・運営 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 検査・分析 水質検査 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 検査・分析 土壌分析 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 検査・分析 その他 環境に関するコンサルティング 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 その他委託 その他 調査研究ならびにコンサルティング業務、情報の提供 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 医療・医事・給食 その他 医療・デジタルヘルスに関する調査・コンサルティング 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 山口　重樹 介護・保育 その他 介護に関する調査・コンサルティング 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 市場・経済調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 県外

ＮＴＴファイナンス（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 伊藤　正三 その他委託 その他 支払代行、回収代行、支払代行及び回収代行に関連する業務全般 県外

ＮＴＴファイナンス（株） 東京都港区港南一丁目２番７０号 伊藤　正三 情報処理 データ入力 県外

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 鈴木　宏隆 建物管理・清掃 その他 配水池清掃・点検、水道施設メンテナンス等 県外

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 鈴木　宏隆 調査・計画 その他 上水道施設調査 県外

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 鈴木　宏隆 その他委託 その他 配水池清掃・点検、水道施設メンテナンス等 県外

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 鈴木　宏隆 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 鈴木　宏隆 施設等運転管理他 その他 配水池清掃・点検、水道施設メンテナンス等 県外
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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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 防火設備定期検査　建築設備定期検査　特殊建築物等調査　防火対象物点検　防災管理点検　 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 調査・計画 地域計画 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 調査・計画 環境計画 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 調査・計画 防災計画 県内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物設備等保守・修繕 その他 空調設備保守点検 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 その他 上下水道用機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ保守点検、脱臭設備保守点検 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 ポンプ保守管理 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 ポンプ点検 県内
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荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 ポンプ保守点検、制御盤点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 事務所移転 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 貨物輸送 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 海上輸送 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 旅客輸送 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 翻訳・通訳 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 速記・議事録作成 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 司書・図書整理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 料金徴収業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 封緘・発送業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 車両運行管理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 その他委託 保険業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 データ入力 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 計算処理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 システム運用 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 システムメンテナンス 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 コンピュータマッピング 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 情報処理 インターネット関連業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建物管理・清掃 病院清掃 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 市場・経済調査 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 交通関係調査 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 地域計画 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 健康・福祉計画 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 環境計画 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 防災計画 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 調査・計画 信用調査業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 広報誌製作 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 催事の企画運営 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 会場設営 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 音響・照明操作 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 選挙関連業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 広告・催事 看板等の設置 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 病院給食 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 集団検診 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 介護・保育 介護サービス 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 介護・保育 配食サービス 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 介護・保育 保育業務 県内

（株）エフエム・スタッフ 東京都中央区入船一丁目８番２号 荒井　法子 情報処理 データ入力 県外

（株）エフエム・スタッフ 東京都中央区入船一丁目８番２号 荒井　法子 調査・計画 地域計画 県外

（株）エフエム・スタッフ 東京都中央区入船一丁目８番２号 荒井　法子 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）エフエム・スタッフ 東京都中央区入船一丁目８番２号 荒井　法子 運搬・保管 事務所移転 県外

（株）エフエム・スタッフ 東京都中央区入船一丁目８番２号 荒井　法子 運搬・保管 その他 ファイリングシステム導入指導 県外

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 機器保守 事務機器保守 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 機器保守 通信機器保守 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 機器保守 測定機器保守 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 機器保守 交通管制システム保守 県内

ＦＬＣＳ（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地 近藤　芳樹 機器保守 その他 空調設備 県内

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外
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エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建物設備等保守・修繕 その他 電気通信設備保守点検 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 情報処理 システム運用 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 その他委託 封緘・発送業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）エブリー商会 東金市押堀１７１番地３ 市東　幸夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 封緘・発送業務 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内
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（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 警備・受付・施設運営 その他 不法投棄監視、車両誘導、貴重品運般 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 広告・催事 会場設営 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ＭＳＫ 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 高木　和也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 人材派遣 労働者派遣事業 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・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 機器保守 医療機器保守 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 調査・計画 防災計画 県外

（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 川崎　友裕 その他委託 その他 訓練 県外

（株）Ｍ’ｓジャパン 埼玉県所沢市山口３７３番地の９ 宮崎　訓 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）Ｍ’ｓジャパン 埼玉県所沢市山口３７３番地の９ 宮崎　訓 施設等運転管理他 その他 配水管洗管作業 県外

（株）Ｍ’ｓジャパン 埼玉県所沢市山口３７３番地の９ 宮崎　訓 調査・計画 その他 漏水調査 県外

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 施設等運転管理他 その他 水処理施設の運転・管理 市内

（株）エムティエス 袖ケ浦市蔵波２００３番地１ 鴇田　政明 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 水道施設保守点検、プール濾過器保守点検、災害対策用浄水器保守点検、各種浄水装置保守点検 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 機器保守 その他 水道施設保守点検、プール濾過器保守点検、災害対策用浄水器保守点検、各種浄水装置保守点検 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 その他委託 その他 水道施設保守点検、プール濾過器保守点検、災害対策用浄水器保守点検、各種浄水装置保守点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 検査・分析 水質検査 県外

（株）エムビックらいふ 東京都品川区東品川２‐２‐２４ 熊谷　敬 検査・分析 水質検査 県外

（株）エムビックらいふ 東京都品川区東品川２‐２‐２４ 熊谷　敬 検査・分析 理化学検査 県外

（株）エムビックらいふ 東京都品川区東品川２‐２‐２４ 熊谷　敬 検査・分析 臨床検査 県外

（株）エムビックらいふ 東京都品川区東品川２‐２‐２４ 熊谷　敬 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）エムビックらいふ 東京都品川区東品川２‐２‐２４ 熊谷　敬 検査・分析 その他 新型コロナウイルス検査、食品微生物検査 県外

エルエス工業（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目２番８‐５０３号 小池　信行 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

エルエス工業（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目２番８‐５０３号 小池　信行 廃棄物処理 その他 へい死動物死体処理 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 機器保守 その他 自動券売機、入退場管理システムの保守点検業務 県外
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（株）エレクトリック・マテリアル 東京都渋谷区恵比寿四丁目６番１号 門田　保彦 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）エレクトリック・マテリアル 東京都渋谷区恵比寿四丁目６番１号 門田　保彦 情報処理 システム運用 県外

（株）エレクトリック・マテリアル 東京都渋谷区恵比寿四丁目６番１号 門田　保彦 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）エレクトリック・マテリアル 東京都渋谷区恵比寿四丁目６番１号 門田　保彦 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）エレバイザージャパン 東京都新宿区矢来町１１４番地 哘崎　秀樹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）エレバイザージャパン 東京都新宿区矢来町１１４番地 哘崎　秀樹 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 市場・経済調査 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 交通関係調査 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 地域計画 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 環境計画 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 調査・計画 防災計画 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

ＯＡＧ監査法人 大阪府吹田市江の木町１７番１号コンパーノビル 今井　基喜 その他委託 その他 監査、会計コンサルティング、経営コンサルティング、研修等 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 その他委託 その他 公会計・公営企業会計財務書類作成、固定資産台帳整備、経営戦略策定、公営企業法適用化支援。社会福祉法人指導監査支援 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 調査・計画 その他 経営計画策定支援 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 その他 公会計・公営企業会計に係る電算 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 建物総合管理　運動施設管理　指定管理 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 警備・受付・施設運営 その他 プール施設運営 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 プール管理 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 調査・計画 地域計画 県内
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（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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 その他 広告・催事の管理運営等 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 病院給食 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　淳史 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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　淳史 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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　淳史 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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　淳史 警備・受付・施設運営 施設警備 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　淳史 警備・受付・施設運営 受付・案内 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　淳史 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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　淳史 機器保守 通信機器保守 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　淳史 機器保守 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　淳史 その他委託 その他 防犯カメラ設置修繕 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 一般清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 病院清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 その他委託 司書・図書整理 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 その他委託 料金徴収業務 県内

オーディーエー（株） 神奈川県横浜市西区戸部町一丁目２番地ビバルディ・ヒル 大塚　裕範 その他委託 その他 スポーツ指導等 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 病院清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 室内環境測定 県内
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ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物管理・清掃 その他 その建物管理・清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 警備・受付・施設運営 その他 その他運営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 建物設備等保守・修繕 その他 その他保守・修繕 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 緑地管理・道路清掃 その他 その他清掃 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 翻訳・通訳 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 速記・議事録作成 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 司書・図書整理 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 メーター検針 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 料金徴収業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 動物飼育 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 封緘・発送業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 車両運行管理 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 保険業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 その他委託 その他 その他委託 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 市場・経済調査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 交通関係調査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 地域計画 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 健康・福祉計画 県内
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ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 環境計画 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 防災計画 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 信用調査業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 調査・計画 その他 その他調査 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 広報誌製作 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 催事の企画運営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 会場設営 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 音響・照明操作 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 選挙関連業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 看板等の設置 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 広告・催事 その他 その他催事 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 事務所移転 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 貨物輸送 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 海上輸送 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 旅客輸送 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 運搬・保管 その他 その他運搬 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 病院給食 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 集団検診 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 医療・医事・給食 その他 その他医療 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 事務機器保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 通信機器保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 医療機器保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 測定機器保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 交通管制システム保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 遊具 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 機器保守 その他 その他保守 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 介護・保育 介護サービス 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 介護・保育 配食サービス 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 介護・保育 保育業務 県内

ＯＢＭ（株） 市川市新井二丁目２番４号 大嶋　秀之 介護・保育 その他 その他保育 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 県内
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応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 その他委託 その他 測定機器の保守 県内

大倉工業（株） 香川県丸亀市中津町１５１５番地 神田　進 その他委託 その他 指定ごみ袋の保管・配送業務委託 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 アウトソーシングサービス、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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 その他 電算機保守 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 その他委託 封緘・発送業務 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 データ入力 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 計算処理 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 システム運用 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 システムメンテナンス 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 コンピュータマッピング 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 情報処理 インターネット関連業務 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 機器保守 事務機器保守 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 機器保守 通信機器保守 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 水道総合管理システム（検針・料金・滞納・清算　他） 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 県外
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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 機器保守 その他 水道総合管理システム（検針・料金・滞納・清算　他）機器含む 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 県内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外

オオノ開發（株） 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 大野　照旺 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

オオノ開發（株） 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 大野　照旺 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

オオノ開發（株） 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 大野　照旺 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

オオノ開發（株） 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 大野　照旺 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 データ入力 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 計算処理 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 システム運用 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 地域計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 環境計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 防災計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 調査・計画 信用調査業務 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 大気検査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 水質検査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 土壌分析 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 検査・分析 理化学検査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 施設等運転管理他 漏水調査 県内
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岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 その他委託 その他 検定期限満了量水器取替工事 県内

（有）岡村商事 千葉市若葉区下田町８１２番地 岡村　良明　 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）岡村商事 千葉市若葉区下田町８１２番地 岡村　良明　 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）岡村商事 千葉市若葉区下田町８１２番地 岡村　良明　 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 施設等運転管理他 その他 大型仕切弁保守点検業務 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 その他委託 その他 検満量水器取替業務 県内

（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 検査・分析 土壌分析 県内

（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 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（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 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 県外

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 調査・計画 その他 深井戸カメラ調査・揚水調査 市内
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（同）Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＲＣ 東京都港区南青山２‐２‐１５ウィン青山１２１４号 田代　邦幸 調査・計画 防災計画 県外

（同）Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＲＣ 東京都港区南青山２‐２‐１５ウィン青山１２１４号 田代　邦幸 調査・計画 その他 業務継続計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 情報処理 データ入力 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）オフィス聖 千葉市緑区古市場町４７４番地９２ 佐々木　聖輝 その他委託 翻訳・通訳 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 施設等運転管理他 漏水調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 県内
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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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 検査・分析 水質検査 県内

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 一般清掃 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 病院清掃 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 水道施設の維持管理 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 検査・分析 水質検査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 その他 速記・録記・テープ起こし、議会・委員会・各種審議会・講演会等の議事録作成、字幕制作業務、議会だより要約・編集、外国語翻訳、録音・ビデオ収録、カメラ・マイク・テロップ機器操作業務、音声認識システムを使った記録作成業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 県外
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（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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 その他 テープ反訳、会議録調製業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 会議録検索システム、議会映像インターネット配信システム、家屋評価システム、文書共有システム、会議録作成支援システム等 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 その他 ホームページ作成、ハガキ・ポスター等のデザイン等 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 人材派遣 その他 講師派遣 県外

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）開成防災 市川市市川南一丁目７番３２号 宮垣　尚子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 検査・分析 その他 ストレスチェック、健康関連の問診業務 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 情報処理 その他 ストレスチェックＷＥＢ版等 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 調査・計画 その他 ストレスチェック、健康関連の問診業務 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 医療・医事・給食 その他 特定保健指導 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 人材派遣 スポーツインストラクター 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 人材派遣 その他 管理栄養士、臨床心理士、産業カウンセラー 県外

（株）カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号 皆川　芳弘 その他委託 その他 健康関連研修業務 県外

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 人材派遣 労働者派遣事業 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 調査・計画 交通関係調査 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 情報処理 データ入力 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 広告・催事 会場設営 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 機器保守 事務機器保守 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）カインズスタッフ 船橋市葛飾町二丁目３４０番地 石井　大輔 情報処理 データ入力 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 市場・経済調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 交通関係調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 地域計画 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 防災計画 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 調査・計画 その他 都市計画、区画整理等にに係る調査、分析 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 検査・分析 その他 都市計画、区画整理等にに係る調査、分析 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 情報処理 データ入力 県内
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画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 情報処理 システム運用 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 情報処理 システムメンテナンス 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 データ入力 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 封緘・発送業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 催事の企画運営 県外

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）柏防災 柏市明原四丁目４番地２１号ジュネパレス柏５０６ 堀田　純 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 建物設備等保守・修繕 その他 汎用機器（ポンプ、スクリーン等）の修繕 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 大気検査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 水質検査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 土壌分析 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 騒音レベル 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 産業廃棄物分析 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 理化学検査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 放射線量等測定・検査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 検査・分析 その他 地下タンク等定期点検事業者、建物空気環境測定業、温泉成分分析機関、作業環境測定機関、臭気測定認定事業所 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 調査・計画 環境アセスメント調査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 調査・計画 交通関係調査 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 建物設備等保守・修繕 その他 タンク、漏洩、保守、気密、地下、石油 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内
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上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 施設等運転管理他 その他 管渠補修 市内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 施設等運転管理他 その他 上下水道施設運転管理 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 一般清掃 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 病院清掃 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

かずさファシリティサービス（株） 木更津市かずさ鎌足二丁目３番地９ 高橋　政行 警備・受付・施設運営 その他 電話交換 市内

かずさ不動産鑑定 千葉市中央区市場町６番８　クリスタルスクエア１０３ 小出　聡子 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 調査・計画 地域計画 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 調査・計画 防災計画 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 建物管理・清掃 その他 し尿汚泥槽の清掃、汚泥吸引清掃 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 緑地管理・道路清掃 その他 池清掃 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県外

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４番地の２ 望月　福男 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

（株）加藤建設工業 埼玉県飯能市大字飯能３９９番地１ 高野　修 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建物管理・清掃 その他 建築基準法第１２条に基づく定期点検 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建物設備等保守・修繕 その他 建築基準法第１２条に基づく定期点検 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 県内
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（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 施設等運転管理他 その他 水道施設の管理業務 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

加藤伐採 印西市中根１４３２番地内１ 加藤　陽一郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

加藤伐採 印西市中根１４３２番地内１ 加藤　陽一郎 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

加藤伐採 印西市中根１４３２番地内１ 加藤　陽一郎 緑地管理・道路清掃 その他 樹木伐採　特殊伐採　高所伐採　高所剪定 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 その他委託 その他 遺品整理　空き家整理　ごみ屋敷整理　火災現場復旧　特殊清掃　ウィルス除菌 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）金田臨海総合 木更津市瓜倉９８５番地 大邑　行雄 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）川上キカイ 愛知県名古屋市昭和区円上町４番１２号 板頭　眞智子 情報処理 その他 データ消去、サーバー機器解体、多拠点撤去など 県外

（株）川上キカイ 愛知県名古屋市昭和区円上町４番１２号 板頭　眞智子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）川上キカイ 愛知県名古屋市昭和区円上町４番１２号 板頭　眞智子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）川上キカイ 愛知県名古屋市昭和区円上町４番１２号 板頭　眞智子 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県外

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

河北印刷（株） 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 中條　遥 その他委託 その他 編集・組版、古文書の翻刻、図版トレス 県外

（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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 擁壁調査、騒音調査、交通事故分析、喫煙状況調査、空き家調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 県内
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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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＧＩＳ 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 封緘・発送業務 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 検査・分析 水質検査 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 検査・分析 土壌分析 県内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

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番１４号銀座イーストビル 川瀬　啓輔 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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番１４号銀座イーストビル 川瀬　啓輔 情報処理 データ入力 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番１４号銀座イーストビル 川瀬　啓輔 情報処理 システム運用 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番１４号銀座イーストビル 川瀬　啓輔 情報処理 コンピュータマッピング 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番１４号銀座イーストビル 川瀬　啓輔 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 建物管理・清掃 その他 水中ロボットを使用しての配水池・浄水池・沈砂池・着水井・ポンプ井等清掃・点検・調査 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 施設等運転管理他 漏水調査 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 施設等運転管理他 その他 水中ロボットを使用しての配水池・浄水池・沈砂池・着水井・ポンプ井等点検・調査 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 その他委託 その他 水道施設管路管理情報システム（ＡＩＭＳ）業務、漏水調査、管内洗浄 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 調査・計画 その他 配水管内カメラ調査、配水池等点検、調査、管内洗浄 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 検査・分析 その他 配水管内カメラ調査、配水池等点検、調査、管内洗浄 県外

河野システム鑑定 市原市西五所２５番１２ 河野　宗博 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内
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（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 施設等運転管理他 その他 環境プラント施設の運転管理業務 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 環境プラント施設等の修繕 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 その他 環境プラント施設設備の保守点検 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 その他委託 料金徴収業務 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 排出ガス調査、農薬分析、臭気分析、アスベスト分析、ＰＭ２．５分析、ダイオキシン類分析、環境ホルモン分析、レアメタル分析、排ガス中のＶＯＣ分析、振動調査、気象調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 その他 生活環境影響評価、大気拡散シミュレーション、悪臭対策コンサルティング、ＩＳＯ１４００１認証取得支援、環境報告書作成支援、リクスコミュニケーション、ＰＲＴＲ 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 その他 ごみ処理施設・し尿処理施設運転管理 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 その他 アスベスト分析、ごみ組成分析 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 その他委託 動物飼育 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 機器保守 測定機器保守 県内
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（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 地域計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 環境計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 調査・計画 防災計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 検査・分析 大気検査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 検査・分析 水質検査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 検査・分析 土壌分析 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 大気検査 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 水質検査 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 土壌分析 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 理化学検査 県内

（株）環境技術研究所 東京都足立区江北二丁目１１番１７号 小林　知久 検査・分析 その他 作業環境測定 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 地域計画 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 調査・計画 環境計画 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 その他委託 その他 住民合意形成（ワークショップ企画運営） 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 分析機器保守 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 騒音レベル 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 準市内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内
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（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 検査・分析 大気検査 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 検査・分析 水質検査 県内

（株）環境コントロールセンター 千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 松尾　博之 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 建物管理・清掃 その他 グリストラップ清掃 県内

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）環境施設コンサルタント 東京都千代田区神田神保町一丁目４４番２号 南雲　克彦 調査・計画 その他 各種廃棄物処理施設の調査、検討、計画、モニタリング、発注支援など 県外

（株）環境施設コンサルタント 東京都千代田区神田神保町一丁目４４番２号 南雲　克彦 その他委託 その他 各種廃棄物処理施設の調査、検討、計画、設計、モニタリング、発注支援など 県外

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 大気検査 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 水質検査 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 土壌分析 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 検査・分析 その他 アスベスト・遺伝子解析 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

環境通信輸送（株） 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目６１番地 清水　健一郎 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）環境デザイン設計事務所 東京都新宿区新小川町５番６号　ティーアイビル２０１号 小川　紀 その他委託 その他 廃棄物に関するコンサルタント業務 県外

監査法人アリア 東京都港区浜松町一丁目３０番５号　 茂木　秀俊 その他委託 その他 会計監査、指導監査支援業務、社会福祉法人新会計基準の研修、財務調査 県外

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 川久保　知一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 その他委託 メーター検針 県外

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 その他委託 料金徴収業務 県外
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（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 警備・受付・施設運営 その他 コールセンター 県外

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 人材派遣 労働者派遣事業 県外

関東酸素工業（株） 船橋市北本町一丁目１０番２号 松谷　厚雄 その他委託 その他 活性炭入替工事 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 空気充填機器検査点検　活性炭入替業務委託 県内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 施設等運転管理他 漏水調査 市内

（一財）関東電気保安協会 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号 武部　俊郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

関東電子（株） 千葉市中央区神明町５番地１５ 眞壁　利広 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 無線機保守、防犯カメラ等 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 防災無線保守　パソコン 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 その他委託 その他 防災行政無線保守 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 情報処理 システムメンテナンス 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 調査・計画 防災計画 市内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 運搬・保管 事務所移転 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 機器保守 遊具 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 広告・催事 選挙関連業務 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 広告・催事 看板等の設置 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

関東ヒノデサービス販売（株） 千葉市中央区末広３丁目５番２号 黒髪　俊広 その他委託 その他 アイスピグ管内洗浄工法 県内

関東ヒノデサービス販売（株） 千葉市中央区末広３丁目５番２号 黒髪　俊広 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

関東ヒノデサービス販売（株） 千葉市中央区末広３丁目５番２号 黒髪　俊広 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

関東ヒノデサービス販売（株） 千葉市中央区末広３丁目５番２号 黒髪　俊広 施設等運転管理他 漏水調査 県内

関東ヒノデサービス販売（株） 千葉市中央区末広３丁目５番２号 黒髪　俊広 施設等運転管理他 その他 アイスピグ管内洗浄工法 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内
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関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

関東ビル管理（有） 茂原市東郷１１８５番地２７ 麻生　幸一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

関東リソース（株） 埼玉県久喜市菖蒲町台字南３２３番地１ 悦内　孝志 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

関東リソース（株） 埼玉県久喜市菖蒲町台字南３２３番地１ 悦内　孝志 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

関東ロジスティクス（株） 袖ケ浦市長浦拓弐号５８０番地４１ 悦内　孝志 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

関東ロジスティクス（株） 袖ケ浦市長浦拓弐号５８０番地４１ 悦内　孝志 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 会場設営 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 その他委託 旅行業 県内

（株）感動舎 千葉市中央区中央三丁目３番９号 田中　博 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 その他 缶類の圧縮梱包及びプレス品の購入 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 その他委託 その他 機密文書廃棄処理業務、機密文書廃棄処理業務 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 事務所移転 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 貨物輸送 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 旅客輸送 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 大気検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 水質検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 土壌分析 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 騒音レベル 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 理化学検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 臨床検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内
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（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 病院給食 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 集団検診 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 データ入力 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 計算処理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 システム運用 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 システムメンテナンス 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 情報処理 インターネット関連業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内
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（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 市場・経済調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 交通関係調査 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 地域計画 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 環境計画 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 防災計画 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 調査・計画 信用調査業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 広報誌製作 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 催事の企画運営 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 会場設営 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 音響・照明操作 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 選挙関連業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 広告・催事 看板等の設置 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 事務機器保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 通信機器保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 医療機器保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 測定機器保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 交通管制システム保守 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 機器保守 遊具 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 介護・保育 介護サービス 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 介護・保育 配食サービス 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 介護・保育 保育業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 翻訳・通訳 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 速記・議事録作成 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 司書・図書整理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 メーター検針 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 料金徴収業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 動物飼育 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 封緘・発送業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 車両運行管理 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 保険業務 県内

（有）キーラインエクセル 千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３ 水堀　絹代 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

企業組合千葉県森林整備協会 富津市宝竜寺３２番地 影山　明男 緑地管理・道路清掃 その他 森林整備・伐採 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 施設等運転管理他 漏水調査 市内
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（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 その他委託 メーター検針 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 その他委託 その他 メーター交換 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 廃棄物処理 その他 廃棄物処理施設内（積み替え・運搬・その他業務）業務 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 運搬・保管 貨物輸送 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 運搬・保管 保管・倉庫業 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 運搬・保管 放置自転車撤去 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 運搬・保管 その他 指定ゴミ袋配送保管業務 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 建物管理・清掃 その他 駐車場施設管理業務・廃棄物処理施設管理業務 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 その他委託 その他 ゴミ袋配送保管 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 警備・受付・施設運営 その他 駐車場施設管理業務 市内

（有）木更津清掃社 木更津市中野１４３番地 高橋　幹雄 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 調査・計画 地域計画 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 調査・計画 防災計画 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 検査・分析 水質検査 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 検査・分析 土壌分析 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 情報処理 データ入力 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 情報処理 システム運用 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 情報処理 システムメンテナンス 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 情報処理 データ入力 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 情報処理 コンピュータマッピング 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 調査・計画 地域計画 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 調査・計画 環境計画 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 調査・計画 防災計画 県内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内
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（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 施設等運転管理他 漏水調査 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 建物設備等保守・修繕 その他 無線機 県内

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 地域計画 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 環境計画 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 調査・計画 防災計画 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 その他 抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 その他 抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等 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 広告・催事 その他 催事関係での抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 建物の抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等 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 機器保守 遊具 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 機器保守 その他 機器の修繕等（抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等） 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 介護・保育 その他 抗ウイルス・抗菌コーティング・抗菌・除菌・消毒等 県外

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 調査・計画 交通関係調査 県内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（一財）君津健康センター 君津市君津１番地 三浦　正巳 医療・医事・給食 集団検診 市内

（一財）君津健康センター 君津市君津１番地 三浦　正巳 検査・分析 その他 環境測定 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 施設等運転管理他 漏水調査 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 検査・分析 水質検査 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 その他委託 その他 漏水待機業務、水道メーター交換業務 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 浄化槽清掃 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内
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（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 緑地管理・道路清掃 その他 雨水管清掃 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 緑地管理・道路清掃 その他 公衆トイレ　悪臭除去防止、特別清掃メンテナンス　、　施設抗菌コーティング 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 建物管理・清掃 その他 建物内トイレ　悪臭除去防止、特別清掃メンテナンス　、　施設抗菌コーティング 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 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 その他 コールセンター業務、架電業務、事務業務代行、事業新規開拓業務 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 情報処理 データ入力 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 情報処理 計算処理 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）キャリママ 東京都台東区小島２‐２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内
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（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 広告・催事 会場設営 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）協栄 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号 山田　賢治 その他委託 動物飼育 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 映画・写真制作 その他 ハイビジョン・動画配信・ドローン・ 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 調査・計画 その他 ドローン調査 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）共映 松戸市河原塚２２１番地の２４ 鹿野　砂織 その他委託 その他 ＤＶＤ、ＣＤブルーレイ等の複製委託 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 調査・計画 その他 工事費調査、施工歩掛等調査、資材価格調査等 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 データ入力 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 計算処理 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 システム運用 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 情報処理 インターネット関連業務 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

共同ガス（株） 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 森塚　実 建物設備等保守・修繕 その他 医療ガス配管設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内
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（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 凍結パトロール 市内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 会場設営 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 広告・催事 その他 屋内および構内広告 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 その他委託 その他 デザイン（印刷物除く） 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 調査・計画 地域計画 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 調査・計画 環境計画 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 調査・計画 防災計画 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 情報処理 データ入力 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 情報処理 計算処理 県内

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 その他委託 その他 包括業務委託（一般事務、学校給食、受付管理、学校用務、学校給食調理、放課後児童クラブ管理業務、スクールバス運転業務等 県外

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 中村　幸治 介護・保育 保育業務 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 建物管理・清掃 浄化槽点検 県外

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 地域計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 環境計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 調査・計画 防災計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 データ入力 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 計算処理 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 システム運用 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 情報処理 インターネット関連業務 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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

キョウワセキュリオン（株） 福島県福島市五月町３番１８号 吾妻　拓 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

キョウワセキュリオン（株） 福島県福島市五月町３番１８号 吾妻　拓 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

キョウワセキュリオン（株） 福島県福島市五月町３番１８号 吾妻　拓 警備・受付・施設運営 その他 電話交換業務 県外

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 検査・分析 土壌分析 県内

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 調査・計画 環境アセスメント調査 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 調査・計画 防災計画 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

共和電気工事（株） 木更津市畑沢二丁目３７番７号 岩田　真 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

共和電気工事（株） 木更津市畑沢二丁目３７番７号 岩田　真 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 医療・医事・給食 病院給食 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 一般清掃 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 病院清掃 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 人材派遣 労働者派遣事業 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

キョウワプロテック（株） 福島県福島市五月町３番２０号 吾妻　学 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

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 建物管理・清掃 浄化槽点検 県外

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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 ごみ処理施設の運転・管理業務委託 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 機器保守 その他 ごみ処理施設関連機器保守 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ごみ処理施設建物設備等保守・修繕 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 県内
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（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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 広告・催事 催事の企画運営 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 その他委託 旅行業 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 その他委託 翻訳・通訳 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 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 クリーニング その他 カーテン、ブラインド、ロールスクリーン等 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 その他委託 その他 防炎カーテン等クリーニング 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 機器保守 事務機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外
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入札参加資格者名簿（委託）

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）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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 スキャンニング 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 機器保守 事務機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 検査・分析 水質検査 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 検査・分析 土壌分析 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 その他委託 速記・議事録作成 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 音声認識システム・議会会議録検索システム・議会映像配信システム・議会資料共有システムの運用、保守、データ加工 県外

ギャラクシーコーポレーション（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 西尾　航希 運搬・保管 貨物輸送 県外

ギャラクシーコーポレーション（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 西尾　航希 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

ギャラクシーコーポレーション（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 西尾　航希 運搬・保管 その他 発送代行 県外

ギャラクシーコーポレーション（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 西尾　航希 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ギャラクシーコーポレーション（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 西尾　航希 医療・医事・給食 給食配送業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 その他 講師派遣 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 その他委託 速記・議事録作成 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 機器保守 事務機器保守 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 その他委託 翻訳・通訳 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 その他委託 その他 公会計・公営企業会計支援、公共施設マネジメント、各種計画策定、各種検査・監査、経済波及効果測定、経営診断、研修（行政経営及び地方公会計等に関する研修等）等 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 地域計画 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 環境計画 県外

（一社）行政経営支援機構 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７‐２蒲生四丁目駅前ビル４Ｆ 横田　慎一 調査・計画 防災計画 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 その他委託 その他 本の企画・編集・校正・組版業務 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 広告・催事 広報誌製作 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＧＩＳ 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 調査・計画 その他 観光情報の調査等 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内
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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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 インターネットによる広告等 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 その他委託 その他 三次元計測 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 その他委託 翻訳・通訳 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 水道施設 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 情報処理 システム運用 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 施設等運転管理他 その他 弁点検、管路点検等 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 調査・計画 その他 ダクタイル鉄管外観調査業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 上下水道、清掃、粗大ごみ、し尿、浸出水処理施設の維持管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物設備等保守・修繕 その他 貯水槽修繕 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 その他委託 その他 水道施設、管路弁等点検修繕 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 調査・計画 その他 管体調査、土壌調査 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 運搬・保管 事務所移転 県内
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（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 事務機器保守 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 通信機器保守 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 医療機器保守 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 測定機器保守 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 交通管制システム保守 県内

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機器保守 遊具 県内

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 その他委託 その他 個人番号カード出張申請にかかる業務、個人番号カード出張申請受付業務、委託業務 県外

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 人材派遣 労働者派遣事業 県外

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 人材派遣 その他 個人番号カード出張申請にかかる業務、個人番号カード出張申請受付業務 県外

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 広告・催事 催事の企画運営 県外

クラウドグレイス（株） 東京都港区赤坂九丁目５番２４号 三上　広美 広告・催事 会場設営 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 施設等運転管理他 その他 活性炭交換業務　活性炭再生業務 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 建物設備等保守・修繕 その他 活性炭交換業務　活性炭再生業務 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 その他委託 その他 活性炭交換業務　活性炭再生業務　ホームページ製作・運用・管理　企画・デザイン製作 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ホームページ製作・運用・管理　デザイン業務 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 その他 ドローン空撮 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 その他 企画・デザイン製作 県外

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物管理・清掃 その他 プール清掃、客室清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア、給排水設備保守点検 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 警備・受付・施設運営 その他 電話交換、コールセンター、用務、プール監視 県内
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（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 医療・医事・給食 その他 食器洗浄 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 その他委託 速記・議事録作成 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 その他委託 その他 宿舎管理人、レストラン運営 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 緑地管理・道路清掃 その他 歩道清掃、プール清掃 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）クリーン工房 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 川鍋　大二 人材派遣 労働者派遣事業 県内

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 クリーニング 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 その他委託 その他 機密文書情報処理及び再資源化 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 機器保守 その他 弁類保守点検 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 調査・計画 その他 管体調査 県外

クリモトパイプエンジニアリング（株） 大阪府住之江区泉２丁目１番６４号 原田　新 施設等運転管理他 その他 上水道管路施設の維持管理、保守業務、漏水調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 その他 研修、例規整備支援 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 その他 広告デザイン 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田３０番地 並川　昌弘 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田３０番地 並川　昌弘 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外
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入札参加資格者名簿（委託）
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（株）クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田３０番地 並川　昌弘 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田３０番地 並川　昌弘 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 警備・受付・施設運営 その他 コールセンター運営 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 その他委託 その他 請負・委託業務 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 広告・催事 その他 ポスティング業務 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 情報処理 データ入力 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 情報処理 計算処理 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 東京都渋谷区本町３丁目４９番１６号　西新宿アイコービル４階 上野　学 運搬・保管 その他 梱包 県外

（株）黒田システム鑑定 市川市入船５番８号 黒田　安仁 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 その他委託 不動産鑑定 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 その他委託 その他 土地評価業務 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

くんぷ防災（株） 富津市湊５５２番地１ 鈴木　博 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 その他委託 メーター検針 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 その他委託 その他 コールセンター業務、架電勧奨業務、商品券運営管理業務、デジタル商品券業務 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 広告・催事 会場設営 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 広告・催事 その他 地域振興事業 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 情報処理 データ入力 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 情報処理 計算処理 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 情報処理 その他 パンチ業務、集計業務 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 調査・計画 その他 アンケート調査業務 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）グッドスタッフ 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 高鍬　仁一 警備・受付・施設運営 その他 交換業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＳａａＳ型クラウドサービスの提供 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 その他委託 その他 手続事務の請負 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外
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入札参加資格者名簿（委託）
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（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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）グリーンアース 市川市堀之内三丁目２１番地１号 石井　雅士 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）グリーンアース 市川市堀之内三丁目２１番地１号 石井　雅士 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 地域計画 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 環境計画 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 防災計画 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 調査・計画 その他 廃棄物実態調査・処理計画策定、都市計画策定、自然環境調査等 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 情報処理 データ入力 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 情報処理 計算処理 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 その他委託 その他 コールセンター、訪問調査、通訳・翻訳、デジタル推進事業、スマホ教室、ＳＭＳ・メール一斉配信、オンライン相談窓口 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 調査・計画 その他 店舗調査（まん延防止等重点措置に伴う店舗調査等）、訪問調査 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 情報処理 システム運用 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 情報処理 その他 ＮＥＴ１１９ 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 機器保守 通信機器保守 県外

（株）グローバルキャスト 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号　グローバルゲート１４階 川口　英幸 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 県内

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 情報処理 データ入力 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 情報処理 システム運用 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 情報処理 システムメンテナンス 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 情報処理 インターネット関連業務 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 広告・催事 広報誌製作 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 その他委託 その他 その他事務委託（窓口業務等） 県外

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階 白旗　保則 人材派遣 労働者派遣事業 県外

グローバルトランスポート（株） 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０番４号 川村　悦久 運搬・保管 貨物輸送 県外

グローバルトランスポート（株） 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０番４号 川村　悦久 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

グローバルトランスポート（株） 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０番４号 川村　悦久 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 選挙関連業務 県内
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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 機器保守 事務機器保守 県内

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 大気検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 水質検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 土壌分析 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 理化学検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 検査・分析 その他 水道法２０条水道水検査、アスベスト分析、温泉調査、プール水検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 建物管理・清掃 その他 水道法３４条簡易専用水道水検査 県外

（一社）群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６ 田尻　耕太郎 その他委託 その他 水道法２０条水道水検査、アスベスト分析、温泉調査、プール水検査 県外

（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 建物設備等保守・修繕 その他 機械設備等保守点検、舞台装置等保守点検 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 篠崎　哲也 調査・計画 交通関係調査 市内

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 警備・受付・施設運営 その他 空港保安警備 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 東京都千代田区岩本町一丁目３番８号 田邊　龍美 その他委託 メーター検針 県外

（株）ケーオーエンジニアリング 我孫子市白山２丁目７番１９号 小栗　隼人 検査・分析 大気検査 県内

（株）ケーオーエンジニアリング 我孫子市白山２丁目７番１９号 小栗　隼人 検査・分析 水質検査 県内

（株）ケーオーエンジニアリング 我孫子市白山２丁目７番１９号 小栗　隼人 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ケーオーエンジニアリング 我孫子市白山２丁目７番１９号 小栗　隼人 検査・分析 その他 アスベスト含有調査・分析 県内

（株）ケーオーエンジニアリング 我孫子市白山２丁目７番１９号 小栗　隼人 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 封緘・発送業務 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 広告・催事 その他 ＷＥＢサイト制作 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 市内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 その他委託 車両運行管理 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ケーヨー技工 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 田中　隆広 建物管理・清掃 一般清掃 県内

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 その他委託 その他 毛布のリパック業務、着ぐるみの製造委託、着ぐるみの修繕 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 その他委託 その他 移動観覧席、ステージ、劇場椅子の保守点検業務 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

京央測量設計（株） 印西市木下東二丁目２番地１０ 川上　榮一 その他委託 土地家屋調査 県内

京央測量設計（株） 印西市木下東二丁目２番地１０ 川上　榮一 その他委託 その他 公共嘱託登記‐土地家屋調査士業務‐地籍調査業務 県内

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 その他 建設資機材価格、工事費、歩掛、各種料金等調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 建設資機材価格等電子データ提供 県外

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ケイズエムズ 千葉市稲毛区小深町３番地１６ 保苅　賢児 広告・催事 看板等の設置 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内
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ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 その他委託 その他 電気通信事業に係る電気通信サービス、郵送型血液検査サービス 県外

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 高橋　誠 機器保守 通信機器保守 県外

（株）ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 若槻　肇 その他委託 その他 コールセンターの構築・運営、ヘルプデスク、電話交換 県外

（株）ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 若槻　肇 情報処理 データ入力 県外

（株）ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 若槻　肇 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 若槻　肇 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 若槻　肇 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 警備・受付・施設運営 その他 プール監視業務 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 人材派遣 スポーツインストラクター 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 人材派遣 労働者派遣事業 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 一般清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 病院清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 運搬・保管 放置自転車撤去 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 広告・催事 催事の企画運営 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 広告・催事 会場設営 県外

京浜企業（株） 東京都杉並区西荻北二丁目１番１０号 景山　鉄也 その他委託 車両運行管理 県外

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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ガス灯設備の維持管理 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 その他委託 その他 電気防食調査 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 調査・計画 その他 電気防食調査 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 水質改善 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 機器保守 通信機器保守 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 廃棄物処理 その他 一般廃棄物処理（収集・運搬）は市原市のみ希望業種とする。市原市以外では希望業種としない。 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 鈴木　宏和 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 森林間伐、伐倒 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 施設等運転管理他 漏水調査 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 検査・分析 土壌分析 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 調査・計画 交通関係調査 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 長澤　浩二 調査・計画 防災計画 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内
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（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 データ入力 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 計算処理 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 システム運用 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 システムメンテナンス 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 コンピュータマッピング 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 情報処理 インターネット関連業務 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 市場・経済調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 交通関係調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 地域計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 健康・福祉計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 環境計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 調査・計画 防災計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 機器保守 事務機器保守 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 人材派遣 労働者派遣事業 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）京葉ビル管理 船橋市本町３丁目２２番２２号 松山　典夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内
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（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）京葉ビル整備 市原市辰巳台東五丁目６番５７ 深山　和男 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（有）京葉プロジェクト 千葉市中央区松波３丁目１６番地１０号 鈴木　正夫 広告・催事 会場設営 県内

（有）京葉プロジェクト 千葉市中央区松波３丁目１６番地１０号 鈴木　正夫 広告・催事 音響・照明操作 県内

（有）京葉プロジェクト 千葉市中央区松波３丁目１６番地１０号 鈴木　正夫 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（有）毛野考古学研究所 群馬県前橋市公田町１００２番地１ 日沖　剛史 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（有）毛野考古学研究所 群馬県前橋市公田町１００２番地１ 日沖　剛史 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 調査・計画 その他 土壌汚染調査 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物設備等保守・修繕 その他 １２条点検 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建物管理・清掃 その他 水質検査 県内

（特非）建設技術監査センター 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　六羊ビル 成岡　茂 その他委託 その他 工事監査、技術調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 地域計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 環境計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 防災計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 調査・計画 その他 ＰＦＩ・ＰＰＰ関連各種調査、エネルギー関連調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 データ入力 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 計算処理 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 システム運用 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 大気検査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 水質検査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 土壌分析 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 騒音レベル 県内
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（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 施設等運転管理他 その他 下水道雨天時浸入水・不明水対策調査、下水道水位計監視等 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 その他委託 その他 次世代モビリティ導入支援、ＡＩ解析等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（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 情報処理 データ入力 県外

（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 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 広告・催事 会場設営 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 広告・催事 その他 選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託 県外

（株）コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 菅谷　和雄 その他委託 その他 選挙ポスター掲示所ウ設置・撤去業務委託 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 速記・議事録作成 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 その他委託 土地家屋調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 データ入力 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 計算処理 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 システム運用 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内
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（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 地域計画 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 環境計画 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 調査・計画 防災計画 県内

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 広告・催事 その他 インターネットを利用した広告、プロモーション 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 調査・計画 地域計画 県外

（株）コーデックス動画 東京都荒川区荒川六丁目２８番１ー５０４　町屋サニーコート 松村　みさと 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 翻訳・通訳 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 建物設備等保守・修繕 その他 医療ガス設備保守点検 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 機器保守 医療機器保守 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 調査・計画 地域計画 県内
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（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 調査・計画 環境計画 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 調査・計画 防災計画 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 建物設備等保守・修繕 その他 ＴＶカメラ調査他 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 その他委託 その他 施工管理 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 検査・分析 水質検査 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 検査・分析 土壌分析 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 調査・計画 地域計画 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 調査・計画 防災計画 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 浄水場、下水処理場、ポンプ施設等、水処理施設の運転維持管理業務 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 検査・分析 臨床検査 県外

（株）公共ＢＰＯ 富津市金谷２２５４番地３ 岡田　亮介 その他委託 その他 コールセンター業務 市内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 事務局（コールセンター・書類受付・審査） 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外

（株）公職研 東京都千代田区神田神保町２丁目２０番地 大田　昭一 その他委託 その他 職員採用・昇任試験の問題作成・採点業務等 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 プールろ過機の保守点検 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

興誠産業（株） 千葉市若葉区中野町１４４１ 石井　丹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 データ入力 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 計算処理 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 システム運用 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 地域計画 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 環境計画 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 調査・計画 防災計画 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 検査・分析 大気検査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 検査・分析 水質検査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 検査・分析 土壌分析 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 調査・計画 地域計画 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 調査・計画 環境計画 県内

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 地域計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 環境計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 防災計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 データ入力 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 計算処理 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 システム運用 県外
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（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 広告・催事 会場設営 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 その他委託 翻訳・通訳 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 その他 翻訳を含む多言語に関する催事の企画運営など 県外

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 大気検査 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 水質検査 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 土壌分析 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 理化学検査 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 臨床検査 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 広告・催事 その他 パンフレット製作 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 情報処理 データ入力 県内

（株）弘文社 市川市市川南二丁目７番２号 湯浅　秀俊 映画・写真制作 一般写真撮影 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 その他委託 速記・議事録作成 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 情報処理 データ入力 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）弘報社 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 小林　直樹 その他委託 封緘・発送業務 県内

甲陽興産（株） 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９２２番地 北角　治太 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

甲陽興産（株） 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９２２番地 北角　治太 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外
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甲陽興産（株） 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９２２番地 北角　治太 調査・計画 その他 ＰＣＢ使用製品調査 県外

甲陽興産（株） 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９２２番地 北角　治太 その他委託 その他 ＰＣＢ使用製品調査 県外

甲陽興産（株） 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９２２番地 北角　治太 情報処理 データ入力 県外

広洋産業（株） 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号南大塚アロービル２Ｆ 中村　洋祐 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

光洋ビルサービス（株） 船橋市前貝塚町５６４番地２ 山田　文夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

光洋ビルサービス（株） 船橋市前貝塚町５６４番地２ 山田　文夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

光洋ビルサービス（株） 船橋市前貝塚町５６４番地２ 山田　文夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 広告・催事 選挙関連業務 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 その他調査・計画 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 その他委託 不動産鑑定 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 県外
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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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 防災計画 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 調査・計画 地域計画 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）越谷レイクタウン観光バス 埼玉県吉川市中央三丁目３０番地２３ 生井　正夫 運搬・保管 旅客輸送 県外

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 情報処理 データ入力 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 その他委託 メーター検針 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）コスモス 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 田部　正美 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（株）コスモスバス 船橋市小室町３００６番地 米井　文学 運搬・保管 旅客輸送 県内

（株）コスモスバス 船橋市小室町３００６番地 米井　文学 その他委託 車両運行管理 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 その他 電話交換 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 建物管理・清掃 一般清掃 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 建物管理・清掃 病院清掃 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 人材派遣 労働者派遣事業 県内
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コスモセキュリテイ（株） 千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階 渡邉　俊彦 その他委託 料金徴収業務 県内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 調査・計画 交通関係調査 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 調査・計画 その他 測量 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 その他委託 その他 測量 市内

（株）コスモリサーチ 福岡県福岡市博多区春町２丁目８番９号 築山　邦弘 施設等運転管理他 漏水調査 県外

こづか不動産鑑定（株） 習志野市谷津６丁目７番２‐８０８号 小塚　隆雄 その他委託 不動産鑑定 県内

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 検査・分析 その他 業務量調査分析、業務フロー調査分析、働き方改革支援など、研究、検査・測定、統計調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 プログラム開発、ＩＴコンサルティング 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 その他委託 翻訳・通訳 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 人材派遣 その他 業務効率化研修、ＲＰＡ研修、ＡＩによる業務効率化講演 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 その他委託 不動産鑑定 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 コールセンター業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 電算印字、はがき圧着、コールセンター業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 医療機器保守 県内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 機器保守 遊具 市内

コムコ（株） 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 橋本　有史 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 クリーニング 衣類 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 クリーニング その他 防災備蓄毛布洗濯・真空包装リパック、カーテンクリーニング 県内

小山（株） 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 小山　智士 その他委託 その他 寝具賃貸借 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング オムツ 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 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 その他委託 その他 ベッドメイク業務 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 建物管理・清掃 病院清掃 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）コレクト 茂原市東郷１４４６‐２ 園岡　義崇 その他委託 その他 配送、運搬、運送 県内

（株）コレクト 茂原市東郷１４４６‐２ 園岡　義崇 廃棄物処理 その他 配送 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 機器保守 その他 電動棚保守点検 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 その他委託 その他 移動棚等の解体・移設、収蔵庫内環境調査、収蔵庫内燻蒸作業、音声ガイダンスシステム、抗菌・抗ウィルス塗布剤塗布等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 建物設備等保守・修繕 その他 高所電灯交換等 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 その他委託 その他 高所電灯交換 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 県外

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 地域計画 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 環境計画 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 防災計画 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 調査・計画 その他 調査関連、シティープロモーション、訪日外国人、空き家、地方創生、スポーツ振興計画、子ども子育て等 県外
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（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 情報処理 データ入力 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 情報処理 計算処理 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 情報処理 その他 調査関連システム、画面作成等 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 その他委託 その他 調査関連業務 県外

サイタ工業（株） 東京都北区滝野川五丁目５番３号 石原　順一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 大気検査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 水質検査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 土壌分析 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 騒音レベル 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 調査・計画 交通関係調査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 調査・計画 環境計画 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 施設等運転管理他 その他 配水管洗浄作業 県内

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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 その他 水道用配水池点検・清掃 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 廃棄物処理 その他 旧ろ過材処理（収集運搬・処分） 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 検査・分析 その他 ろ過材検査・分析 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 その他委託 その他 水道用浄水地点検・清掃 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 その他委託 翻訳・通訳 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 その他委託 速記・議事録作成 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 情報処理 データ入力 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 情報処理 計算処理 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 情報処理 システム運用 県外

西都速記（株） 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 上野　佳之 情報処理 システムメンテナンス 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 ふるさと納税事務一括代行、配布業務委託 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 その他委託 その他 コールセンター 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 データ入力 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 計算処理 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 システム運用 県外
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サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 システムメンテナンス 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 コンピュータマッピング 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 情報処理 インターネット関連業務 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 三重県四日市市栄町１番１１号 山路　熟 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 データ入力 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 計算処理 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 システム運用 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）サイプレス 市原市姉崎５９６番地５ 村野　ゆき 情報処理 その他 システム設計 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 防火対象物点検、防災管理点検、建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備定期検査 県内

さかた鑑定 船橋市印内町６６０番地クレール西船２０５号 坂田　雄一 その他委託 不動産鑑定 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 計装装置類保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 排ガス処理施設、汚水処理施設の修繕 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 気象観測調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 旅行業 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 介護・保育 配食サービス 県外

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 事務所移転 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 貨物輸送 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 海上輸送 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 広告・催事 催事の企画運営 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 広告・催事 会場設営 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 広告・催事 選挙関連業務 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 広告・催事 看板等の設置 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 その他委託 司書・図書整理 県内

佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 本村　正秀 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）サクシード 東京都新宿区高田馬場一丁目４番１５号 高木　毅 その他委託 その他 有料職業紹介事業 県外
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（株）サクシード 東京都新宿区高田馬場一丁目４番１５号 高木　毅 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）サクシード 東京都新宿区高田馬場一丁目４番１５号 高木　毅 情報処理 その他 ＩＣＴ派遣・紹介 県外

（株）サクシード 東京都新宿区高田馬場一丁目４番１５号 高木　毅 介護・保育 その他 介護・保育人材派遣 県外

さくら不動産鑑定（株） 佐倉市寺崎北三丁目４番地９ 広瀬　祥之 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 機械警備 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 広告・催事 会場設営 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 広告・催事 選挙関連業務 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 広告・催事 看板等の設置 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 運搬・保管 保管・倉庫業 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 医療・医事・給食 病院給食 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 医療・医事・給食 学校・寮給食 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 機器保守 遊具 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 介護・保育 介護サービス 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 介護・保育 保育業務 市内

（株）佐生 富津市岩瀬８６０番地４ 佐生　高利 その他委託 車両運行管理 市内

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 会場設営 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 広告・催事 その他 ＰＲ業、キャスティング等 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県外

（株）サニーサイドアップ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２３番５号　ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 小久保　正人 映画・写真制作 光ディスク入力 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 調査・計画 地域計画 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 検査・分析 大気検査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 検査・分析 水質検査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 検査・分析 土壌分析 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 情報処理 データ入力 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 その他委託 その他 浄水機点検 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 機器保守 その他 浄水機装置保守 県内

サワダ安全防災（株） 市原市五井８８９４番地 澤田　博 運搬・保管 その他 備蓄品 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物管理・清掃 その他 プール清掃 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 その他委託 その他 プール施設運営 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内
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（株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号 吉澤　幸夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

サンエコサーマル（株） 栃木県鹿沼市下石川７３７番地５５ 藤原　等 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

サンエコサーマル（株） 栃木県鹿沼市下石川７３７番地５５ 藤原　等 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

サンエコサーマル（株） 栃木県鹿沼市下石川７３７番地５５ 藤原　等 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

サンエコサーマル（株） 栃木県鹿沼市下石川７３７番地５５ 藤原　等 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備、イベント警備等 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 その他 放置自転車追放指導、産業廃棄物不法投棄等防止監視他 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 防災計画 準市内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 一般清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 病院清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

サンエスビルサービス（株） 埼玉県川越市小仙波町四丁目１７番地１ 今江　純子 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（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 その他委託 その他 電位治療器レンタル 県外
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（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 機器保守 医療機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 その他委託 その他 浄水場、処理場の運転管理 県外

三喜技研工業（株） 東京都立川市砂川町八丁目６０番地の１６ 池田　雄毅 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

三喜技研工業（株） 東京都立川市砂川町八丁目６０番地の１６ 池田　雄毅 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 その他委託 その他 井戸調査 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 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 大気検査 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 水質検査 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 土壌分析 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 久保田　硬 調査・計画 交通関係調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 調査・計画 交通関係調査 県内
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サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 調査・計画 地域計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 調査・計画 環境計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 調査・計画 防災計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 検査・分析 大気検査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 検査・分析 水質検査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 検査・分析 土壌分析 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 検査・分析 騒音レベル 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 その他委託 その他 災害時医療資機材の滅菌及び更新 県内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 施設の運転・管理 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 漏水調査 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 施設等運転管理他 ガス管点検調査 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 一般清掃 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 病院清掃 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 室内環境測定 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 室内害虫駆除 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 浄化槽点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 貯水槽清掃 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 貯水槽点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物管理・清掃 建物施設管理業務 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 施設警備 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 機械警備 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 受付・案内 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 運動施設運営 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 一般施設運営 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 警備・受付・施設運営 駐車場運営 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 緑地管理・道路清掃 樹木管理 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 緑地管理・道路清掃 公園清掃 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 準市内

三幸（株） 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 橋本　有史 介護・保育 保育業務 準市内

三光（株） 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 三輪　昌輝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

三光（株） 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 三輪　昌輝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

三光（株） 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 三輪　昌輝 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 一般清掃 県内
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（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区中丸町５１番１０号　 大屋　貴幸 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

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 その他委託 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 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 施設等運転管理他 その他 活性炭再生・引抜・張込業務 県内

三洪ゼネラル（株） 市原市小田部６７５番地１ 正村　隼史 その他委託 その他 活性炭再生・引抜・張込業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 県内

（株）サンスイ 東京都品川区小山台一丁目１７番１５号 秋山　博和 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）サンスイ 東京都品川区小山台一丁目１７番１５号 秋山　博和 施設等運転管理他 その他 上水道管の洗浄作業 県外

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 データ入力 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 計算処理 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 システム運用 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 検査・分析 その他 精密機能検査 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 調査・計画 防災計画 県内

サンドナイス 成田市本城５４番地２０ 志村　一夫 緑地管理・道路清掃 その他 公園、幼稚園、保育園等　砂場清掃業務 県内

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 環境アセスメント調査 県外
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（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 地域計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 環境計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 防災計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 調査・計画 その他 交通契約や道路に関連する計画策定業務。モニタリングを使った各種調査。 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 情報処理 データ入力 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 情報処理 計算処理 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 広告・催事 その他 社会実験等の企画・運営。 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 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

三洋科学（株） 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 宮田　一徳 機器保守 測定機器保守 県内

三陽自動車（株） 東京都江東区深川二丁目６番１１号 寺田　学 その他委託 車両運行管理 県内

三陽自動車（株） 東京都江東区深川二丁目６番１１号 寺田　学 運搬・保管 旅客輸送 県内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 その他委託 埋蔵文化財業務 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 その他委託 その他 測量・調査業務等、ＵＡＶを活用した調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 調査・計画 世論・住民意識調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 調査・計画 交通関係調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 調査・計画 その他 交通量調査、測量に関する調査、ＵＡＶを活用した調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 データ入力 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 計算処理 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 システム運用 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 コンピュータマッピング 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 インターネット関連業務 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 情報処理 その他 測量に関する情報処理 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 映画・写真制作 一般写真撮影 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 映画・写真制作 その他 ＵＡＶ写真撮影 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 情報処理 データ入力 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 その他委託 翻訳・通訳 準市内
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三陽メディア（株） 千葉市中央区浜野町１３９７番地 亀井　茂 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 準市内

（株）サン・ライティング 兵庫県神戸市中央区多聞通三丁目３番１６号甲南第１ビル１１０１号室 谷村　朋昭 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号 中田　正幸 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）サンリツ 八千代市上高野１３５３番地２５ 吉田　道弘 検査・分析 臨床検査 県内

（株）サンレックス 鴨川市花房字昭田５５番地３ 河名　洋一 調査・計画 交通関係調査 県内

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

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 情報処理 データ入力 県内

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 情報処理 システムメンテナンス 県内

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 情報処理 コンピュータマッピング 県内

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 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

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 調査・計画 交通関係調査 県内

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 調査・計画 地域計画 県内

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 調査・計画 防災計画 県内

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 調査・計画 その他 長寿命化計画　空家対策計画　都市計画基礎調査 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 県内

三和シヤッター工業（株） 東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 高山　盟司 建物設備等保守・修繕 その他 シャッター・自動ドアの保守 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 一般清掃 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内
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（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 検査・分析 水質検査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 検査・分析 土壌分析 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 検査・分析 その他 塗装塗膜中のＰＣＢ濃度分析等 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 施設等運転管理他 漏水調査 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

シーアンドエー（株） 千葉市若葉区太田町１３３番地１ 小名木　敬一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 その他 書籍・パンフレット等の企画・制作・取材・デザイン 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 その他委託 その他 研修・講習 県外

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 速記・議事録作成 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 県内
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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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 市税等コールセンター業務 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 機器保守 その他 ＯＡ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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 人材派遣 労働者派遣事業 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 加藤　泰弘 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県外

（株）システムエグゼ 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 大場　康次 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）システムエグゼ 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 大場　康次 情報処理 計算処理 県外

（株）システムエグゼ 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 大場　康次 情報処理 システム運用 県外

（株）システムエグゼ 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 大場　康次 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）システムエグゼ 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 大場　康次 情報処理 インターネット関連業務 県外

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 介護・保育 保育業務 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 医療・医事・給食 病院給食 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 建物管理・清掃 一般清掃 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 建物管理・清掃 病院清掃 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 山田　智治 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 地域計画 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 健康・福祉計画 県外
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（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 防災計画 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 調査・計画 その他 各種計画策定 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 その他委託 その他 男女共同参画推進計画策定、人口推計 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 幸田　隆 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 幸田　隆 情報処理 システム運用 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 幸田　隆 情報処理 インターネット関連業務 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 幸田　隆 その他委託 その他 文書管理、引継廃棄、書庫整理運用支援 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 その他委託 その他 給食、配食サービス、弁当等 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 介護・保育 配食サービス 県外

芝工業（株） 千葉市中央区本町三丁目３番１５号 野口　恭男 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 施設等運転管理他 漏水調査 市内

（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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 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 クリーニング その他 タオル類、カーテン、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 その他委託 その他 リネン管理業務 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 情報処理関連教育等、ＩＴ構築支援等、情報システム工程管理等 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 事務機器保守 県外

（株）島田組 大阪府八尾市弓削町南三丁目２０番地２ 岩立　二郎 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（有）島田商店 船橋市大穴南５丁目６番６号 嶋田　惠吉 その他委託 その他 活性炭再生、活性炭引抜張込 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 その他委託 その他 工業計器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 医療機器保守 県外
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入札参加資格者名簿（委託）
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（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 機器保守 測定機器保守 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 その他委託 その他 水道用弁類等点検整備業務 県外

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 広告・催事 会場設営 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）シミズサービス千葉 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 清水　太郎 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 その他委託 その他 災害用毛布のリパック業務 県内

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 機器保守 医療機器保守 県内

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 その他委託 その他 固定資産関連調査業務 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 調査・計画 その他 固定資産関連調査業務 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 検査・分析 騒音レベル 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 その他委託 その他 保健指導の電話勧奨業務等 県外

（株）シュア・テクノ・ソリューション． 大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目６番２１号 中島　宏記 検査・分析 その他 下水道管渠内における不明水調査（水位計測、流量計測、降雨観測、スクリーニング調査等）送煙試験、マンホール目視調査、管内潜行目視調査、中性化試験、圧縮強度試験、入孔調査、誤接続調査（音響試験、染料試験）、取付管ＴＶカメラ調査 県外

（株）シュア・テクノ・ソリューション． 大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目６番２１号 中島　宏記 調査・計画 その他 下水道管渠内における不明水調査（水位計測、流量計測、降雨観測、スクリーニング調査等）送煙試験、マンホール目視調査、管内潜行目視調査、中性化試験、圧縮強度試験、入孔調査、誤接続調査（音響試験、染料試験）、取付管ＴＶカメラ調査 県外

（株）シュア・テクノ・ソリューション． 大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目６番２１号 中島　宏記 その他委託 その他 下水道管渠内における不明水調査（水位計測、流量計測、降雨観測、スクリーニング調査等）送煙試験、マンホール目視調査、管内潜行目視調査、中性化試験、圧縮強度試験、入孔調査、誤接続調査（音響試験、染料試験）、取付管ＴＶカメラ調査 県外

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 情報処理 データ入力 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 その他委託 その他 封かん・発送業務 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）秀英社 銚子市松本町一丁目６番地の２ 石毛　充 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 会場設営 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 情報処理 データ入力 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 情報処理 システムメンテナンス 県内
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（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（株）集賛舎 館山市山本２２６番地 島　正彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 調査・計画 市場・経済調査 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 調査・計画 交通関係調査 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 情報処理 データ入力 県外

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 建物管理・清掃 一般清掃 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

昭栄興産（株） 君津市西坂田４丁目１番１９号 居村　征嗣 その他委託 その他 活性炭再生業務委託等、活性炭引抜張込業務委託等 市内

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 県内
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昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 建物管理・清掃 一般清掃 県内

松和フィルム 松戸市高柳新田２００番地の２０ 松倉　健治 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

松和フィルム 松戸市高柳新田２００番地の２０ 松倉　健治 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１番地２１ 久保　一弘 検査・分析 水質検査 県外

（株）食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１番地２１ 久保　一弘 検査・分析 土壌分析 県外

（株）食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１番地２１ 久保　一弘 検査・分析 理化学検査 県外

（株）食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１番地２１ 久保　一弘 検査・分析 臨床検査 県外

（株）食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１番地２１ 久保　一弘 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 建物設備等保守・修繕 その他 舞台機構、舞台吊物、舞台照明、舞台音響設備の保守点検 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 機器保守 事務機器保守 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 機器保守 通信機器保守 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 機器保守 測定機器保守 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 機器保守 交通管制システム保守 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 調査・計画 その他 電波調査 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 情報処理 システム運用 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 安藤　和正 情報処理 インターネット関連業務 県外

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 情報処理 データ入力 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 情報処理 計算処理 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 調査・計画 環境アセスメント調査 県内
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伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 調査・計画 交通関係調査 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 調査・計画 防災計画 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）新栄 埼玉県秩父市中村町四丁目２番１１号 井上　喜郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 その他委託 その他 ポンプ場内清掃、し渣・スカム清掃 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 運搬・保管 放置自転車撤去 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 情報処理 データ入力 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 医療・医事・給食 給食配送業務 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 検査・分析 臨床検査 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 検査・分析 その他 ＰＣＲ検査 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 集団検診 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・医事・給食 その他 ＰＣＲ検査 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 その他委託 その他 ＰＣＲ検査 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 その他委託 その他 債権管理のコンサルティング、ファイナンシャルプランニング業務 県外

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 検査・分析 水質検査 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 検査・分析 土壌分析 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 調査・計画 交通関係調査 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 調査・計画 防災計画 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 交通安全施設の保守点検 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 広告・催事 看板等の設置 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 その他 土木調査 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 建物管理・清掃 その他 浄水場のろ材管理 県外

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）シンセイ 千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３ 小浜　浩 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 世論・住民意識調査 県外
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入札参加資格者名簿（委託）

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）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 地域計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 環境計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 調査・計画 防災計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 情報処理 データ入力 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物設備等保守・修繕 その他 遠方監視業務、プール設備運転、プール水質検査、節電対策 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 警備・受付・施設運営 その他 プール管理及び運営、プール管理及び受付、トレーニング施設運営、浜監視、水泳教室、各種スポーツ施設運営管理 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 一般清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 病院清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 建物管理・清掃 その他 プール清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 人材派遣 労働者派遣事業 県内

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 荒川　洋 その他委託 メーター検針 県内

新生マイクロ写真（株） 静岡県三島市松本３０２番地の１ 杉山　剛生 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県外

新生マイクロ写真（株） 静岡県三島市松本３０２番地の１ 杉山　剛生 情報処理 データ入力 県外

新生マイクロ写真（株） 静岡県三島市松本３０２番地の１ 杉山　剛生 情報処理 その他 電子化 県外

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 建物管理・清掃 病院清掃 県内
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（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２丁目４８０番地の２ 関野　篤人 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 その他委託 動物飼育 県内

（株）新東美装 東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 新町　純一 その他委託 車両運行管理 県内

（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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システムメンテナンス 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 一般清掃 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 病院清掃 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内
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新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

新藤ビルシステム（株） 千葉市花見川区横戸町１２４６番地 伊藤　億次 検査・分析 水質検査 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 その他委託 その他 活性炭再生交換業務 県内

新日本環境整備（株） 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷１８８１番地３ 三橋　謙一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

新日本環境整備（株） 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷１８８１番地３ 三橋　謙一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

新日本環境整備（株） 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷１８８１番地３ 三橋　謙一 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

新日本環境整備（株） 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷１８８１番地３ 三橋　謙一 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 大気検査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 水質検査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 土壌分析 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 検査・分析 その他 アスベスト・環境ホルモンなど 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 調査・計画 その他 生物多様性調査、自然再生事業関連調査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 情報処理 データ入力 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 情報処理 計算処理 県外

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 施設等運転管理他 その他 大型仕切弁保守点検業務 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 その他委託 メーター検針 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 地域計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 環境計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 調査・計画 防災計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 情報処理 データ入力 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 情報処理 計算処理 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 情報処理 システム運用 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 情報処理 システムメンテナンス 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 機器保守 その他 厨房機器保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 通信設備保守点検 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 電子ブック 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 封緘・発送業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

新八幡産業（株） 富津市大堀一丁目２０番地１５ 小泉　健 緑地管理・道路清掃 その他 樹木伐採 市内

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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 情報処理 その他 電算サービス 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 その他委託 土地家屋調査 県内

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 建物設備等保守・修繕 その他 水処理施設の機械器具点検、整備、修繕 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 機器保守 その他 産業用機械器具の点検、整備、修繕 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 施設等運転管理他 漏水調査 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 建物管理・清掃 浄化槽点検 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

新和アメニティ（株） 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 新村　直志 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 その他委託 その他 設計、調査業務 県内

（株）ジーウェイブ 千葉市美浜区中瀬１丁目３番地幕張テクノガーデンＢ棟１０階 吉田　善幸 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ＧＳユアサ 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 村尾　修 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ＧＳユアサ 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 村尾　修 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外
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（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 建物設備等保守・修繕 その他 各電源設備保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 機器保守 事務機器保守 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 京都府長岡京市城の里１０番地９ 綾部　英寿 その他委託 その他 指定袋等製造・保管・配送・管理等業務委託 県外

（株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 京都府長岡京市城の里１０番地９ 綾部　英寿 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 調査・計画 地域計画 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 調査・計画 環境計画 県外

（株）ジェービーエム事業本部 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目２５１番地 土屋　亮太郎 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ジェービーエム事業本部 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目２５１番地 土屋　亮太郎 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ジェービーエム事業本部 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目２５１番地 土屋　亮太郎 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）ジェービーエム事業本部 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目２５１番地 土屋　亮太郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ジェービーエム事業本部 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目２５１番地 土屋　亮太郎 警備・受付・施設運営 施設警備 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 機器保守 通信機器保守 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 その他委託 動物飼育 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外
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（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ジェイアクティス 東京都小金井市前原町三丁目２２番４号 本山　知行 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

Ｊ＆Ｔ環境（株） 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 露口　哲男 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 ОＣＲ保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚２４１番地１ 稲生　裕一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ＪＸ通信社 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 米重　克洋 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＪＸ通信社 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 米重　克洋 情報処理 システム運用 県外

（株）ＪＸ通信社 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 米重　克洋 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＪＸ通信社 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 米重　克洋 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ＪＸ通信社 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 米重　克洋 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 水処理設備の保守点検 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 施設等運転管理他 その他 水処理設備の保守点検 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 その他委託 その他 水処理設備の保守点検 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 機器保守 その他 水処理設備の保守点検 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 その他 水処理設備の保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 計量機の保守点検 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 計量機 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県外
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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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 揚排水機場施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 その他 ダムウェーター等保守点検、水門設備等保守点検 県内

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 機器保守 事務機器保守 県外

（株）ＪＭＣ 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 坂本　憲志 その他委託 その他 クラウドコンピュータサービス、インターネット監視業務、セキュリティコンサル及び監査 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 運搬・保管 その他 指定ごみ袋の配送および在庫管理等 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 その他委託 その他 指定ごみ袋の配送および在庫管理等 県外

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 廃棄物処理 その他 使用済自動車引取・フロン類回収 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 運搬・保管 事務所移転 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 運搬・保管 貨物輸送 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 運搬・保管 その他 信書電報の配送業務、封入配送業務、会報誌の配送業務、選挙広報の配送業務、福祉関連品の宅配業務 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 その他委託 封緘・発送業務 県内

（同）ＪＶ 浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号 神野　紳一郎 その他委託 車両運行管理 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 機器保守 その他 視聴覚機器保守 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 建物設備等保守・修繕 その他 設備遠方監視システム 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 介護・保育 その他 介護予防事業 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 広告・催事 会場設営 県内

（株）ジェイレック 東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 加藤　裕之 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 情報処理 システム運用 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 機器保守 事務機器保守 県外
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（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 機器保守 通信機器保守 県外

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 桑田　始 機器保守 その他 情報系アウトソーシング（ハウジング・ホスティング） 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 催事の企画運営 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 その他委託 その他 インターネット行財政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の提供 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 その他 ホームページバナー広告等の有料広告 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ジャパン・インシュアランス・エージェント 東京都港区東新橋二丁目１０番１０号 壽時　康二 その他委託 保険業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 コンサルティング業務、情報分析、計画策定、監修、ワークショップ・会議運営支援等、保健指導など 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 医療・医事・給食 特定保健指導 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＩＣＴ関連、アプリ、ＡＲ、ＲＰＡ、ＡＩ‐ＯＣＲ、ＡＩサイネージ、ＡＩチャットボット 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 その他委託 その他 職員研修 県外

ジャパンエレベーターサービス城南（株） 東京都千代田区東神田一丁目１１番２号 梅田　朝和 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

ジャパンクリーンテック（株） 市原市惣社一丁目１番地２２ 杉田　昭義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

ジャパンクリーンテック（株） 市原市惣社一丁目１番地２２ 杉田　昭義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

ジャパンクリーンテック（株） 市原市惣社一丁目１番地２２ 杉田　昭義 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 ネットワーク環境構築 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 調査・計画 その他 行政経営データ分析、財務諸表作成支援 県外

ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外
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ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 施設等運転管理他 漏水調査 県外

ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 調査・計画 その他 管路のリスクレベル調査 県外

ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 その他委託 その他 土壌水質調査 県外

ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 情報処理 コンピュータマッピング 県外

ジャパン・トゥエンティワン（株） 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 岸本　賢和 検査・分析 土壌分析 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）ジャパンビルホールディングス　 神奈川県川崎市中原区下小田中２‐３３‐２９ 森田　良信 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 その他委託 その他 消毒　抗菌コーティング 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 運搬・保管 貨物輸送 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 広告・催事 広報誌製作 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 広告・催事 催事の企画運営 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 広告・催事 選挙関連業務 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 建物管理・清掃 一般清掃 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 情報処理 その他 コールセンター業務 県外

ジャパンライフギビング（同） 群馬県太田市内ケ島町７２３番地２ 飯田　一也 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 機器保守 医療機器保守 県内

（株）情報基盤開発 東京都文京区湯島四丁目１番１１号南山堂ビル 鎌田　長明 その他委託 その他 ストレスチェック業務委託 県外

情報システム監査（株） 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 三谷　康之 情報処理 その他 システムコンサル、情報セキュリティ監査、ＩＴ並びに情報セキュリティ研修、教材作成 県外

情報システム監査（株） 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 三谷　康之 その他委託 その他 システムコンサル、情報セキュリティ監査、ＩＴ並びに情報セキュリティ研修、教材作成 県外

情報システム監査（株） 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 三谷　康之 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 一般清掃 県内
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常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 病院清掃 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 施設等運転管理他 漏水調査 県内

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 検査・分析 水質検査 県内

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外
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（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ジンダイ 神奈川県川崎市幸区紺屋町３０番地 今井　信 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 その他委託 その他 水処理施設の機械設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 複数メディア装置改修業務 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 検査・分析 その他 電波調査 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 調査・計画 その他 電波調査 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 上下水道処理施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 その他 上下水道処理設備保守点検 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 県外

水道総合プランニング（株） 埼玉県和光市本町２２番１号　 加藤　靖雄 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

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 施設等運転管理他 漏水調査 県内

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 施設等運転管理他 漏水調査 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 施設等運転管理他 その他 上下水道、環境衛生施設等運転管理、河川浄化施設運転管理 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物管理・清掃 その他 上下水道、環境衛生建物設備等管理・清掃 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 その他委託 メーター検針 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 その他委託 料金徴収業務 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 建物設備等保守・修繕 その他 上下水道、環境衛生建物設備等保守・修繕 県外

水ｉｎｇ（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 中川　哲志 機器保守 その他 水処理機器及び環境衛生機器等保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 上下水道、環境衛生建物設備等保守・修繕 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 機器保守 その他 水処理機器及び環境衛生機器等保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 保守サービス等 県外

須賀工業（株） 東京都江東区富岡一丁目２６番２０号 津田　端孝 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

須賀工業（株） 東京都江東区富岡一丁目２６番２０号 津田　端孝 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

須賀工業（株） 東京都江東区富岡一丁目２６番２０号 津田　端孝 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

須賀工業（株） 東京都江東区富岡一丁目２６番２０号 津田　端孝 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ設備等 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 その他委託 その他 ポンプ設備等 県外

菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号　ＭＰＲ本町ビル８階 菅原　正明 その他委託 その他 ・公会計支援業務・公営企業会計支援業務・経営戦略策定・公共施設等総合管理計画、個別施設計画策定・消費税申告書の作成及び税務相談・事業者の税務状況評価・社会福祉法人、保育所の指導監査時の支援業務・その他会計・財政・経営・税務に関する業務 県外

菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号　ＭＰＲ本町ビル８階 菅原　正明 情報処理 データ入力 県外

菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号　ＭＰＲ本町ビル８階 菅原　正明 情報処理 計算処理 県外

菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号　ＭＰＲ本町ビル８階 菅原　正明 調査・計画 地域計画 県外

菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号　ＭＰＲ本町ビル８階 菅原　正明 調査・計画 防災計画 県外

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物管理・清掃 その他 駐車場清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内
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（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 緑地管理・道路清掃 その他 墓地等 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 警備・受付・施設運営 その他 葬祭 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 広告・催事 催事の企画運営 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 広告・催事 会場設営 県内

（有）スキルド・ワーカー 松戸市三矢小台三丁目９番地の１４ 鈴木　豊 その他委託 その他 市場調査・その他清掃管理業務 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 廃棄物処理 その他 低濃度ＰＣＢ廃棄物無害化処理 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

杉田建材（株） 市原市万田野２６番地 杉田　一夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

杉田清掃（有） 千葉市若葉区多部田町４８３番地１ 安部　保 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 地域計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 環境計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 防災計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）スクールキーパー 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１４９１番地９ 山下　泰徳 その他委託 保険業務 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 機器保守 その他 オージオメータ校正 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 運搬・保管 その他 軽貨物自動車運送 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 建物管理・清掃 その他 学校内管理・清掃 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 建物設備等保守・修繕 その他 学校内修繕 県外

（有）鈴木邦幸不動産鑑定事務所 習志野市本大久保三丁目５番６号 鈴木　邦幸 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 伊貝　聡司 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）鈴木シャッター 東京都豊島区南大塚一丁目１番４号 濱野　壽之 建物設備等保守・修繕 その他 シャッター及び防火戸の保守点検及び修繕 県内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内
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（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１番地の１１７ 星合　恒伸 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 火葬場に関する一切の業務 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 その他委託 その他 火葬場に関する全ての業務 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 建物設備等保守・修繕 その他 火葬場に関する一切の業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 建物管理・清掃 その他 火葬場に関する一切の業務 準市内

（株）スターロードシステム 愛知県豊明市沓掛町丘下１２番地１ 井島　則夫 その他委託 車両運行管理 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 調査・計画 その他 文化財および文化施設に係る基本計画・実施計画策定業務 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 博物館等文化施設の計画策定・展示企画・展示制作 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 その他委託 その他 文化財の修復・復元・複製・遺構のはぎ取り 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 情報処理 データ入力 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 情報処理 計算処理 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 検査・分析 その他 アスファルト等の調査・検査 県外

（株）スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 阪本　耕治 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）スピードリサーチ 新潟県新潟市東区小金町１丁目７番１号 小林　教 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）スピードリサーチ 新潟県新潟市東区小金町１丁目７番１号 小林　教 情報処理 データ入力 県外

（株）スマートバリュー 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号　京阪神御堂筋ビル７階 渋谷　順 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）スマートバリュー 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号　京阪神御堂筋ビル７階 渋谷　順 情報処理 システム運用 県外

（株）スマートバリュー 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号　京阪神御堂筋ビル７階 渋谷　順 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）スマートバリュー 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号　京阪神御堂筋ビル７階 渋谷　順 情報処理 その他 ホームページ作成 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 その他 多言語テレビ電話通訳・電話通訳・手話通訳・翻訳等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 多言語テレビ電話通訳・電話通訳・手話通訳・翻訳等 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 データ入力 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 計算処理 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 システム運用 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 システムメンテナンス 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 コンピュータマッピング 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 情報処理 インターネット関連業務 県外

スマカン（株） 東京都品川区南大井六丁目２６番２号 唐沢　雄三郎 機器保守 事務機器保守 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 航空写真撮影 県外
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（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 映画・写真制作 光ディスク入力 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 会場設営 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）スリーエー工房 東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階 河崎　一志 その他委託 封緘・発送業務 県外

スリーコール（株） 東京都新宿区西新宿四丁目１６番１３号西新宿ＭＫビル３階 天野　利泰 その他委託 その他 コールセンター業 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 その他委託 その他 交通規制用　警備用資機材賃貸借業務委託 県外

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）スワット 千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル６Ｆ 黒川　智洋 建物管理・清掃 その他 公共施設清掃 県内

（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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 情報処理 その他 映像分析等 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 検査・分析 騒音レベル 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 機器保守 通信機器保守 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 機器保守 測定機器保守 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 機器保守 その他 カメラ保守 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 建物設備等保守・修繕 その他 遠隔臨場等 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 市場・経済調査 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 交通関係調査 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 地域計画 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 健康・福祉計画 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 環境計画 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 防災計画 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 調査・計画 信用調査業務 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

セーフィー（株） 東京都品川区西五反田一丁目５番１号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ五反田駅前 佐渡島　隆平 その他委託 その他 その他委託 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 建築設備定期検査、建築物定期調査 県内

ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ（株） 東京都中央区晴海三丁目１２番１号　ＫＤＸ晴海ビル７階 有馬　康平 その他委託 翻訳・通訳 県外
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ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ（株） 東京都中央区晴海三丁目１２番１号　ＫＤＸ晴海ビル７階 有馬　康平 その他委託 封緘・発送業務 県外

ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ（株） 東京都中央区晴海三丁目１２番１号　ＫＤＸ晴海ビル７階 有馬　康平 その他委託 その他 コールセンター 県外

ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ（株） 東京都中央区晴海三丁目１２番１号　ＫＤＸ晴海ビル７階 有馬　康平 情報処理 データ入力 県外

ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ（株） 東京都中央区晴海三丁目１２番１号　ＫＤＸ晴海ビル７階 有馬　康平 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（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 介護・保育 その他 高齢者及び心身障害者紙おむつ等支給事業業務委託 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 その他委託 その他 高齢者及び心身障害者紙おむつ等支給事業業務委託 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 設備時計、スポーツ計時機器、各種情報表示装置等の保守・修理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 その他 スポーツ競技大会のシステム運用支援 県外

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 広告・催事 選挙関連業務 市内

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光二丁目７番２５号 添田　英俊 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光二丁目７番２５号 添田　英俊 機器保守 通信機器保守 県外

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光二丁目７番２５号 添田　英俊 機器保守 測定機器保守 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 地域計画 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 調査・計画 環境計画 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 検査・分析 土壌分析 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 情報処理 データ入力 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 情報処理 システム運用 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 広告・催事 その他 チラシ作成業務 県外

（株）政策基礎研究所 東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階 市田　行信 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 情報処理 データ入力 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 情報処理 その他 書籍、書類、図面等の電子化 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 映画・写真制作 その他 書籍、書類、図面等の電子化 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 その他委託 その他 ファイリングシステム、文書管理等のコンサルティング 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 調査・計画 地域計画 県外
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（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 調査・計画 その他 文書整理、文書管理に関わる文書量調査 県外

（株）誠勝 東京都新宿区余丁町７番１号 山本　大視 広告・催事 その他 インターネット、ソーシャルメディア広告 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）誠進電業社 君津市南子安一丁目１番２０号 高橋　正広 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

セイノースーパーエクスプレス（株） 東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 増田　敦 運搬・保管 事務所移転 県内

セイノースーパーエクスプレス（株） 東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 増田　敦 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

セイノースーパーエクスプレス（株） 東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 増田　敦 運搬・保管 貨物輸送 県内

セイノースーパーエクスプレス（株） 東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 増田　敦 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

セイノースーパーエクスプレス（株） 東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 増田　敦 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 建物設備等保守・修繕 その他 水門設備等保守点検 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 施設等運転管理他 その他 水門施設の水中点検調査及び流芥除去等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 映像設備保守、テレメータ設備保守 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 その他委託 その他 獣害防止用資材設置業務 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

関口電気（株） 野田市瀬戸１番地７ 関口　恵 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）セキサンセルフ 千葉市中央区仁戸名町３７０番地８ 関　昭徳 クリーニング その他 布団乾燥車内で温風による　寝具、畳、カーペット等の殺菌乾燥 県内

（株）セキュリティワン 千葉市中央区村田町７３４番地５ 中川　真弓 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）セキュリティワン 千葉市中央区村田町７３４番地５ 中川　真弓 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）セキュリティワン 千葉市中央区村田町７３４番地５ 中川　真弓 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 会場設営 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 看板等の設置 県内
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（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 広告・催事 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）世広 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 鈴木　定徳 その他委託 封緘・発送業務 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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・医事・給食 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 その他委託 その他 位置情報システム 県外

（株）セゾンパーソナルプラス 東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号 能城　成一郎 その他委託 その他 市・県民税、国民健康保険料等納付案内 県外

（株）セゾンパーソナルプラス 東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号 能城　成一郎 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）セゾンパーソナルプラス 東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号 能城　成一郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）セゾンパーソナルプラス 東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号 能城　成一郎 情報処理 データ入力 県外

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 世論・住民意識調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 市場・経済調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 環境アセスメント調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 交通関係調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 地域計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 健康・福祉計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 環境計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 調査・計画 防災計画 準市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 機器保守 遊具 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 機器保守 その他 体育館・トレーニング機器 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 建物設備等保守・修繕 その他 トレーニング・体育機器の修繕 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 その他委託 その他 体育・トレーニング機器保守 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 その他委託 車両運行管理 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 その他委託 その他 パーキング・チケット発給設備管理　、　駐車監視員 県内
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（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 警備・受付・施設運営 その他 パーキング・チケット発給設備管理　、　駐車監視員 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 建物設備等保守・修繕 その他 パーキング・チケット発給設備管理　、　駐車監視員 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 稲葉　誠 人材派遣 その他 パーキング・チケット発給設備管理　、　駐車監視員 県内

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 地域計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 環境計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 防災計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 調査・計画 その他 価格調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 メーター検針 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 動物飼育 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 車両運行管理 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 保険業務 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 その他委託 その他 価格調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 情報処理 データ入力 県外

（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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 運搬・保管 旅客輸送 県内
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（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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 機器保守 遊具 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 調査・計画 地域計画 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 調査・計画 環境計画 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 調査・計画 防災計画 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 検査・分析 大気検査 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 検査・分析 水質検査 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 検査・分析 土壌分析 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 広告・催事 会場設営 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）セレブリックス 東京都江東区有明三丁目７番１８号　有明セントラルタワー７階 北川　和毅 介護・保育 保育業務 県外

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 施設等運転管理他 その他 ろ材交換 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 緑地管理・道路清掃 その他 便所清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内
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専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）洗管さらら 栃木県佐野市浅沼町１２９番地２９ 石黒　達哉 その他委託 その他 水道管内の洗浄とカメラ調査、井戸や配水池内のカメラ調査 県外

千都クリーンサービス（有） 市原市椎の木台１丁目３４番地１ 大邑　政勝 建物管理・清掃 一般清掃 県内

千都クリーンサービス（有） 市原市椎の木台１丁目３４番地１ 大邑　政勝 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建物管理・清掃 その他 建築設備の定期点検、調査・診断業務 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 検査・分析 その他 アスベスト調査 県内

セントスタッフ（株） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号 片山　直樹 その他委託 その他 研修 県外

セントスタッフ（株） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号 片山　直樹 人材派遣 労働者派遣事業 県外

セントスタッフ（株） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号 片山　直樹 介護・保育 介護サービス 県外

セントスタッフ（株） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号 片山　直樹 介護・保育 保育業務 県外

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 プール循環機保守点検 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 市場・経済調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 交通関係調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 地域計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 健康・福祉計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 環境計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 防災計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 調査・計画 信用調査業務 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 検査・分析 大気検査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 検査・分析 水質検査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 検査・分析 土壌分析 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 検査・分析 騒音レベル 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 データ入力 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 計算処理 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 システム運用 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 システムメンテナンス 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 コンピュータマッピング 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）セントラルサービス 愛知県名古屋市東区徳川一丁目９０１番地サンエース徳川８階 東　孝一 その他委託 車両運行管理 準市内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 一般清掃 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 病院清掃 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 室内環境測定 県内
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セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 その他委託 メーター検針 県内

セントラルビルテック（株） 埼玉県川口市朝日二丁目１１番１号サンルビーＡＳＡＨＩ１０２ 福岡　博志 その他委託 料金徴収業務 県内

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 その他委託 その他 地方公会計財務書類作成委託　公営企業財務支援　公営企業消費税申告支援 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 調査・計画 その他 地方公会計財務書類作成委託　公営企業財務支援　公営企業消費税申告支援 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 情報処理 データ入力 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 情報処理 計算処理 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 情報処理 システム運用 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 情報処理 その他 地方公会計財務書類作成委託　公営企業財務支援　公営企業消費税申告支援 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 その他委託 その他 新地方公会計制度に係る業務・社会福祉法人の指導監査支援業務 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 調査・計画 市場・経済調査 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 調査・計画 地域計画 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 調査・計画 その他 下水道事業法適用手続事務支援・下水道事業経営戦略作成 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 情報処理 システムメンテナンス 県外

税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋二丁目１７番１１号 細田　幸夫 情報処理 その他 自治体財務システム　トリプルＰのパッチ対応 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 建物設備等保守・修繕 その他 水処理設備の保守点検修理 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ゼロサポート 東京都中央区八丁堀四丁目１２番２０号 広田　龍彦 その他委託 その他 漏水調査 県外

（株）ゼロサポート 東京都中央区八丁堀四丁目１２番２０号 広田　龍彦 調査・計画 その他 漏水調査 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 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

（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 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

（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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

（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 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備 市内

（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 その他委託 料金徴収業務 市内

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 一般清掃 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 病院清掃 県外
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全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

全協ビル管理連合（協） 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 山田　稔 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

全千葉警備業（協） 千葉市花見川区さつきが丘二丁目１９番１５号 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

全千葉警備業（協） 千葉市花見川区さつきが丘二丁目１９番１５号 渡邉　俊彦 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備　雑踏警備　駐車場警備 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 拠点案内・地図データ配信・ＬＧＷＡＮ 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 防犯灯調査・標識表示板調査・空家実態調査・固定資産実地調査・廃棄物使用調査 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 地図広告・便利帳・バナー広告・デジタルサイネージ・ホームページ掲載 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 機器保守 その他 システム保守 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 配布業務・観光マップ作成 県内

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 伴　裕美 その他委託 その他 ストレスチェック業務、カウンセリング（相談）業務、メンタルヘルスに係る研修・セミナー、メンタルヘルス関連業務 県外
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ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 伴　裕美 検査・分析 その他 ストレスチェック業務 県外

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 伴　裕美 調査・計画 その他 ストレスチェック業務 県外

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 伴　裕美 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック業務、カウンセリング（相談）業務 県外

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 伴　裕美 情報処理 その他 ストレスチェック業務 県外

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 情報処理 その他 電子ブック 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）総合印刷新報社 船橋市高瀬町３２番地 竹口　朋子 その他委託 その他 インターネット販売運営業務委託 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）総合環境 山武市蓮沼ロの２９７５番地１ 麻生　真也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 大気検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 水質検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 土壌分析 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 理化学検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 検査・分析 その他 水道法２０条水質検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 調査・計画 環境アセスメント調査 県外
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（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 調査・計画 地域計画 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 調査・計画 その他 ヒアリング・インタビュー調査、人口推計 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 情報処理 データ入力 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 情報処理 計算処理 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 情報処理 その他 統計解析・グラフ作成・図作成 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 その他委託 速記・議事録作成 県内

（株）綜合企画 東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 石田　朗久 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 機器保守 測定機器保守 県外

（協）総合技術士連合 大阪府大阪市北区西天満５丁目１番１９号　高木ビル４０８ 梶巻　正男 その他委託 その他 工事技術調査業務委託 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 その他 公金輸送 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 その他 情報セキュリティ関係 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・医事・給食 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 その他委託 その他 電話受付・対応 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 機器保守 医療機器保守 県内

（株）総合心理教育研究所 東京都千代田区二番町１番地２　番町ハイム６２２ 佐藤　隆 検査・分析 その他 ストレスチェック 県外

（株）総合心理教育研究所 東京都千代田区二番町１番地２　番町ハイム６２２ 佐藤　隆 その他委託 その他 研修、カウンセリング 県外

（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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 広告・催事 看板等の設置 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

綜合パトロール（株） 松戸市松戸１１１７番地ビラ松涛２階 塩川　廣司 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

綜合パトロール（株） 松戸市松戸１１１７番地ビラ松涛２階 塩川　廣司 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

綜合パトロール（株） 松戸市松戸１１１７番地ビラ松涛２階 塩川　廣司 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内
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（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（有）総合ビルメンテナンス 我孫子市南新木四丁目２３番地の２‐１０３ 石川　直樹 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町１３番地１６ 菊池　政已 その他委託 その他 防災訓練に関する企画・運営・評価・支援 県外

（株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町１３番地１６ 菊池　政已 調査・計画 地域計画 県外

（株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町１３番地１６ 菊池　政已 調査・計画 防災計画 県外

（株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町１３番地１６ 菊池　政已 広告・催事 催事の企画運営 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 運搬・保管 事務所移転 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 フィルター点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 その他 衛生機器点検 市内

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外
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（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ソシアルサービス 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８番地１ 大野　匡史 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 その他委託 速記・議事録作成 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 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 一般清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 病院清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 浄化槽清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物管理・清掃 その他 ダクト清掃他 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建物設備等保守・修繕 その他 プール循環装備保守点検修繕等 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内
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袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 施設等運転管理他 漏水調査 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 施設等運転管理他 漏水調査 市内

袖ケ浦市管工事業（協） 袖ケ浦市南袖６６番地１ 鈴木　和弘 その他委託 メーター検針 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 調査・計画 交通関係調査 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 その他委託 その他 測量 市内

ソニック設備工業（株） 船橋市前原西四丁目１７番１５号 中屋　賢弘 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ソニック設備工業（株） 船橋市前原西四丁目１７番１５号 中屋　賢弘 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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・医事・給食 その他 新型コロナワクチン請求業務　ワクチン接種臨時受付　医療機関内事務業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 新型コロナワクチン臨時受付　医療機関への人材派遣　講師派遣 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 医療機関内システム対応業務 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 介護・保育 介護サービス 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 介護・保育 配食サービス 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 介護・保育 保育業務 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 介護・保育 その他 介護・保育関連委託業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 医療機関での事務委託業務 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 機器保守 その他 医療機関内のシステム保守・ヘルプデスク 県内

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 地域計画 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 環境計画 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 防災計画 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 調査・計画 その他 受援計画、国民保護計画、業務継続計画、国土強靭化地域計画の策定、危機管理・防災に関する調査 県外

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号 櫻井　淳一 その他委託 その他 危機管理・防災に関する研修、訓練、マニュアル作成等のコンサルティング 県外

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 情報処理 その他 電算サービス 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 調査・計画 交通関係調査 県内
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（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 その他 ＴＡＩＭＳ地理情報システムの開発・構築・保守・運用支援 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 空き家調査、子育て支援事業、高齢者保健福祉事業、公共施設の長寿命化調査・計画策定（学校・公営住宅等）、国土強靭化計画、道路附属物・防犯灯・照明灯・消火栓等の調査、ＭＭＳによる路面性状調査、地歴調査、アスベスト調査、樹木調査、ＬＥＤ街路灯調査、貯水槽調査 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 ハザードマップ・防災マップ・災害用水道管理図等の製作、街区表示板・街区案内板・住居番号表示板の製作設置 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 その他委託 その他 住居表示整備業務、町名地番整理業務、街区表示板・街区案内板・住居番号表示板の製作設置、公営企業会計 県内

大成温調（株） 東京都品川区大井一丁目４９番１０号 水谷　憲一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 その他委託 その他 水道管内カメラ調査、備蓄資材保守点検 県外

大成設備（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 田行　啓一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

大成設備（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 田行　啓一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

大成設備（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 田行　啓一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

タイプテック（株） いすみ市弥正３１７番地１ 長谷川　桂造 情報処理 データ入力 県内

タイプテック（株） いすみ市弥正３１７番地１ 長谷川　桂造 情報処理 インターネット関連業務 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 一般清掃 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 病院清掃 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

太平洋セメント（株） 東京都文京区小石川一丁目１番１号 不死原　正文 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

太平洋セメント（株） 東京都文京区小石川一丁目１番１号 不死原　正文 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外
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太平洋セメント（株） 東京都文京区小石川一丁目１番１号 不死原　正文 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

太平洋陸送（株） 埼玉県熊谷市三ヶ尻５３７８番地 相澤　伸彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

太平洋陸送（株） 埼玉県熊谷市三ヶ尻５３７８番地 相澤　伸彦 運搬・保管 貨物輸送 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 建物管理・清掃 その他 駐車場管理 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 建物設備等保守・修繕 その他 駐車場設備保守 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 その他委託 その他 駐車場管理 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 揚排水設備の保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 通信機器保守 県外

（株）タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 沼田　豊基 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 調査・計画 市場・経済調査 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 調査・計画 その他 資材価格調査、施工歩掛調査、市場単価調査、資機材等価格調査 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 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 データ入力 県内

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 山田　茂善 その他委託 その他 財務書類の調整又は財務に関する調査、財務書類の監査又は証明 県外

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 山田　茂善 検査・分析 その他 財務分析 県外

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 通信機器保守 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 データ入力 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 計算処理 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 システム運用 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 システムメンテナンス 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 インターネット関連業務 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 情報処理 その他 資料整理、複写作業 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 市場・経済調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 交通関係調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 地域計画 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 環境計画 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 防災計画 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 調査・計画 その他 資料整理、複写等作業 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 その他委託 土地家屋調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

高崎倉庫（株） 群馬県高崎市下佐野町７１番地 宮澤　伸 運搬・保管 事務所移転 県外

高崎倉庫（株） 群馬県高崎市下佐野町７１番地 宮澤　伸 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

高崎倉庫（株） 群馬県高崎市下佐野町７１番地 宮澤　伸 その他委託 その他 ガスくん蒸 県外

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 調査・計画 交通関係調査 県内
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（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 調査・計画 地域計画 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 調査・計画 防災計画 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 検査・分析 大気検査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 検査・分析 水質検査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 検査・分析 土壌分析 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 情報処理 計算処理 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 情報処理 システム運用 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 その他委託 その他 有料職業紹介事業 県内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 一般清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 病院清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物管理・清掃 その他 プール清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 建物設備等保守・修繕 その他 共同溝保守、自動ドア・自動シャッター 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 警備・受付・施設運営 その他 電話交換・施設管理・運動場整備 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 緑地管理・道路清掃 その他 公衆トイレ清掃 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 医療・医事・給食 その他 食器洗浄 県外

高橋興業（株） 茨城県土浦市大町１２番１号 高橋　良樹 人材派遣 労働者派遣事業 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 一般清掃 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 病院清掃 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内
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高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物管理・清掃 その他 駐車場巡回清掃、排水管清掃 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建物設備等保守・修繕 その他 自家用電気工作物保安管理、駐車装置点検、太陽光発電システム保安管理 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 警備・受付・施設運営 その他 管理人業務、電話交換業務、コールセンター運営業務、学校用務業務 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 人材派遣 労働者派遣事業 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 建物管理・清掃 一般清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

タカハシ興産（株） 市原市能満２０８６番地７８ 片倉　利久 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 機器保守 その他 地震計、駐輪機器、その他機器の保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 その他委託 その他 駅務機器その他の改造 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 その他委託 その他 火葬業務 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 施設等運転管理他 その他 火葬炉設備運転 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 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 医療・医事・給食 病院給食 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外
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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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 その他 火葬場管理運営 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 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 データ入力 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 計算処理 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 システム運用 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 情報処理 その他 コールセンター受託業務 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）ＴＡＣＴ 東京都渋谷区神宮前一丁目３番１０号 溝辺　和広 その他委託 その他 コールセンターの運営 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 その他委託 メーター検針 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 その他委託 その他 広報ビラ配布業務、コールセンター等業務 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 情報処理 データ入力 県外

（株）宅配 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 斜森　太郎 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 廃棄物処理施設維持管理業務等 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 施設等運転管理他 その他 廃棄物処理施設維持管理業務等 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）竹ケ原博邦・陽子不動産鑑定 茂原市町保１１番地１４９ 竹ケ原　博邦 その他委託 不動産鑑定 県内

竹下産業（株） 東京都足立区関原一丁目１４番２号 竹下　敏史 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 建物設備等保守・修繕 その他 ろ過池維持管理 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 調査・計画 その他 ろ過池調査・ろ過材試験 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 その他委託 その他 ろ過池維持管理・ろ過池清掃・ろ過池調査・活性炭入替 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 その他 水質検査・土壌分析 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 防火対象物点検　建築設備定期検査　特定建築物定期調査 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 その他委託 保険業務 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 その他委託 その他 防火対象物点検　建築設備定期検査　特定建築物定期調査 県内

立山科学（株） 富山県富山市下番３０番地 水口　勝史 その他委託 その他 高齢者宅における緊急通報サービス業務 県外

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 一般清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 病院清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

館山商事（株） 館山市正木５２８番地 片山　義之 その他委託 車両運行管理 県内

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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 高所電灯交換等 市内

（株）玉川文化財研究所 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目８番地の９ 相原　俊夫 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

玉谷不動産鑑定事務所 千葉市中央区松波３丁目２０番１２号 玉谷　昌弘 その他委託 不動産鑑定 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 その他 給水装置工事申請窓口業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内
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第一環境（株） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 岡地　雄一 情報処理 計算処理 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 その他 水道管洗浄作業、管路管理 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

第一警備保障（株） 船橋市習志野台三丁目１７番２１号 小高　賢一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 調査・計画 世論・住民意識調査 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 調査・計画 環境アセスメント調査 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 調査・計画 交通関係調査 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 調査・計画 地域計画 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 調査・計画 その他 空家調査、ガケ調査、各種アンケート・街灯調査等 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 情報処理 データ入力 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 情報処理 計算処理 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 情報処理 システムメンテナンス 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 情報処理 コンピュータマッピング 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 映画・写真制作 航空写真撮影 準市内

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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 その他 ポンプ・弁類 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 その他委託 その他 水道用・下水道用弁類の分解点検、部品交換時の簡易整備並びに修繕等の業務委託 県内

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 広告・催事 会場設営 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 映画・写真制作 その他 動画撮影・編集 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 川島　宏文 その他委託 その他 ＷＥＢ媒体への広告掲載等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外
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第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 田中　英弥 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 地方公共団体の地域政策に関する業務 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 施設等運転管理他 その他 廃棄物処理施設の運転管理・保守点検 県外

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 機器保守 測定機器保守 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 検査・分析 水質検査 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

ダイキン工業（株） 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル 十河　政則 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

大新東（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 森下　哲好 運搬・保管 旅客輸送 県内

大新東（株） 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 森下　哲好 その他委託 車両運行管理 県内

大同機工（株） 埼玉県戸田市新曽３３６番地 徳永　光昭 建物設備等保守・修繕 その他 鋼構造物、機械器具設置、水道施設保守点検修繕、塗装 県内

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 情報処理 データ入力 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 情報処理 コンピュータマッピング 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 調査・計画 市場・経済調査 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 調査・計画 交通関係調査 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 調査・計画 地域計画 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 調査・計画 防災計画 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 データ入力 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 計算処理 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 システム運用 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 システムメンテナンス 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 コンピュータマッピング 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 情報処理 インターネット関連業務 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 検査・分析 大気検査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 検査・分析 水質検査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 検査・分析 土壌分析 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 検査・分析 騒音レベル 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 市場・経済調査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 交通関係調査 県内
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大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 地域計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 健康・福祉計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 環境計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 防災計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 調査・計画 その他 公共施設等総合管理計画 県内

（有）大丸運輸 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 岩崎　弘之 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

（有）大丸興業 木更津市潮浜二丁目１番地３１ 石塚　淳一 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 大気検査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 水質検査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 検査・分析 その他 作業環境測定 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 その他委託 その他 放射能検査、ダイオキシン分析、土壌調査、プール・浴槽水検査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 施設等運転管理他 その他 排水処理施設維持管理 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 建物設備等保守・修繕 その他 活性炭の交換及び再生 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 その他委託 その他 活性炭の交換及び再生 県内

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目７３１番地３ＧＨ櫛引２０２ 石川　榮次 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 情報処理 データ入力 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 情報処理 システム運用 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 情報処理 システムメンテナンス 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 情報処理 コンピュータマッピング 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 その他委託 不動産鑑定 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 その他委託 その他 土壌汚染状況調査 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

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 調査・計画 その他 街路灯、防犯灯、道路灯、公園灯、室内照明灯 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 その他委託 その他 ＬＥＤ化事業、ＥＳＣＯ事業 県内

（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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 その他 自然環境調査、動植物調査、生物多様性評価、環境共生計画 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 その他委託 その他 鳥獣被害対策コンサルティング 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 市場・経済調査 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 地域計画 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 健康・福祉計画 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 環境計画 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 調査・計画 防災計画 県外

地域計画（株） 群馬県太田市西本町４７番１１号 福田　博重 情報処理 データ入力 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 広報誌ポスティング　ハザードマップポスティング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＳＮＳ運用 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 調査・計画 防災計画 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 広報誌ポスティング　ハザードマップポスティング 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 介護・保育 介護サービス 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 介護・保育 保育業務 県内

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 地域計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 環境計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 防災計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 調査・計画 その他 交通量推計、総合計画、国土利用計画、行政計画 県外

（株）地域文化財研究所 印西市大森２５９６番地９ 間宮　政光 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県内
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千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 一般清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 病院清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

千種興産（株） 市原市千種海岸７番地３ 麻薙　重彦 運搬・保管 貨物輸送 県内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 検査・分析 水質検査 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 検査・分析 土壌分析 準市内

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 地域計画 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 環境計画 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 調査・計画 防災計画 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 データ入力 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 計算処理 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 システム運用 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 検査・分析 その他 エネルギー使用量などの測定分析、省エネ診断等 県外

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 笹井　幹夫 その他委託 その他 環境関連コンサルティング、ＩＳＯ認証取得支援、職員研修等 県外

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

地中エンジニアリング（株） 埼玉県さいたま市桜区田島五丁目１９番８号 光岡　宗徳 施設等運転管理他 漏水調査 県内

地中エンジニアリング（株） 埼玉県さいたま市桜区田島五丁目１９番８号 光岡　宗徳 施設等運転管理他 その他 配水管洗浄業務 県内

千葉アロー（株） 千葉市中央区宮崎町７０９番地の５ 鮫島　功一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

千葉アロー（株） 千葉市中央区宮崎町７０９番地の５ 鮫島　功一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

千葉アロー（株） 千葉市中央区宮崎町７０９番地の５ 鮫島　功一 建物設備等保守・修繕 その他 冷凍機保守点検 県内

千葉アロー（株） 千葉市中央区宮崎町７０９番地の５ 鮫島　功一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 調査・計画 その他 テレビ電波障害調査、地上デジタル放送受信調査 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 検査・分析 その他 テレビ電波障害調査、地上デジタル放送受信調査 県内
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（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 その他委託 その他 テレビ電波障害調査、地上デジタル放送受信調査、テレビ共聴設備の設置・修繕・保守点検、防犯カメラの設置・修繕・保守点検、監視カメラの設置・修繕・保守点検、赤外線警報装置の設置・修繕・保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 テレビ共聴設備の設置・修繕・保守点検、防犯カメラの設置・修繕・保守点検、監視カメラの設置・修繕・保守点検、赤外線警報装置の設置・修繕・保守点検 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 機器保守 その他 テレビ共聴設備の修繕・保守、防犯カメラの修繕・保守、監視カメラの修繕・保守、赤外線警報装置の修繕・保守 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 検査・分析 土壌分析 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 その他 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 その他委託 その他 その他 県内

（株）千葉環境ビジネス 千葉市緑区あすみが丘東一丁目２８番１５号 飯島　伸行 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）千葉環境ビジネス 千葉市緑区あすみが丘東一丁目２８番１５号 飯島　伸行 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）千葉環境ビジネス 千葉市緑区あすみが丘東一丁目２８番１５号 飯島　伸行 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 封緘・発送業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 インターネット関連業務 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）千葉銀行 千葉市中央区千葉港１番２号 米本　努 その他委託 その他 キャッシュレス・加盟店事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 地域計画 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 環境計画 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 防災計画 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 信用調査業務 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 調査・計画 その他 総合計画、基本計画策定支援 県内
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（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 情報処理 データ入力 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 情報処理 計算処理 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 情報処理 システム運用 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 その他委託 その他 経営総合診断、交流会・ツアー等開催 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 その他委託 その他 車両メンテナンス業務 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 一般清掃 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 病院清掃 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 人材派遣 労働者派遣事業 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 飲料水・温泉水検査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 その他 地質調査 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 上下水道施設等保守 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 準市内
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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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 植栽等の林業に関すること 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 林業研修施設の運営・管理 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 その他 森林・林業に関すること 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 その他委託 その他 森林整備に関する業務 準市内

（株）千葉県電気保守協会 木更津市中央一丁目１６番１２号 得永　克之 その他委託 その他 自家用電気工作物保守 市内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 大気検査 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 水質検査 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 土壌分析 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 騒音レベル 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 理化学検査 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 臨床検査 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 医療・医事・給食 集団検診 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 データ入力 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 計算処理 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 システム運用 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 システムメンテナンス 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（公財）ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２番地１４ 藤澤　武彦 情報処理 インターネット関連業務 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 大気検査 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 水質検査 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 土壌分析 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 騒音レベル 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 理化学検査 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 調査・計画 環境計画 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 調査・計画 その他 環境測定 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 建物管理・清掃 その他 簡易専用水道検査 県内

千葉産業クリーン（株） 銚子市小浜町２９５０番地 西條　浩通 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

千葉産業クリーン（株） 銚子市小浜町２９５０番地 西條　浩通 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

千葉産業クリーン（株） 銚子市小浜町２９５０番地 西條　浩通 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

千葉産業クリーン（株） 銚子市小浜町２９５０番地 西條　浩通 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 運搬・保管 その他 指定ごみ袋保管、配送 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 その他委託 その他 指定ごみ袋製造、保管、配送 県内

（株）千葉施設管理センター 千葉市稲毛区山王町２９４番地５ 並木　鷹男 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 情報処理 データ入力 県内
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千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 情報処理 計算処理 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 遊具 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 広告・催事 選挙関連業務 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 その他委託 その他 機密文書出張細断 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 調査・計画 その他 移行計画、固定資産調査、会計規定等・会計システム構築 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建物設備等保守・修繕 その他 建築物・設備維持保全調査 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 検査・分析 その他 定期点検、危険校舎耐力度調査、土木・水系関係調査業務全般 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 調査・計画 その他 地域・地区計画、都市計画・交通等計画業務全般 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 その他委託 その他 新聞折込　クリッピングサービスの提供 県内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 一般清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 室内環境測定 市内
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千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

千葉ネスコ（株） 木更津市木更津９８６番地 小篭　完治 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

千葉ビル管理（株） 茂原市道表１０番地１４ 篠田　瑠華 建物管理・清掃 一般清掃 県内

千葉ビル管理（株） 茂原市道表１０番地１４ 篠田　瑠華 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

千葉ビル管理（株） 茂原市道表１０番地１４ 篠田　瑠華 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

千葉ビル管理（株） 茂原市道表１０番地１４ 篠田　瑠華 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

千葉ビル管理（株） 茂原市道表１０番地１４ 篠田　瑠華 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 一般清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 病院清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内
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千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

千葉ビル・メンテナンス（株） 市原市君塚三丁目８番地１９ 岡澤　正博 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 その他委託 その他 管路巡視点検、水道施設点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 人材派遣 労働者派遣事業 県内

地方創生コンサルティング（株） 東京都練馬区桜台二丁目１６番６号 鈴木　伸明 その他委託 その他 公会計導入支援、公営企業会計導入支援 県外

中央エレベーター工業（株） 東京都台東区上野三丁目４番９号 福田　賢司 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物設備等保守・修繕 その他 ダクト清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 一般清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 病院清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内
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中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

中央エンタープライス（株） 東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 高橋　明彦 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 市場・経済調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 交通関係調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 地域計画 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 環境計画 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 防災計画 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 調査・計画 信用調査業務 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 検査・分析 大気検査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 検査・分析 水質検査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 検査・分析 土壌分析 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 検査・分析 騒音レベル 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 広告・催事 催事の企画運営 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 施設等運転管理他 漏水調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 情報処理 データ入力 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 情報処理 計算処理 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 調査・計画 地域計画 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 大気検査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 水質検査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 土壌分析 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 検査・分析 その他 振動、低周波測定 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 地域計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 環境計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 調査・計画 防災計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内
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中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 広告・催事 看板等の設置 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 機器保守 遊具 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 放置自転車撤去 市内

中央航業（株） 埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７ 小池　盛文 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

中央航業（株） 埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７ 小池　盛文 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 市場・経済調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 交通関係調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 地域計画 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 環境計画 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 調査・計画 防災計画 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 検査・分析 大気検査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 検査・分析 水質検査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 検査・分析 土壌分析 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 データ入力 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 計算処理 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 システム運用 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 地域計画 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 環境計画 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 西原　秀幸 調査・計画 防災計画 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 調査・計画 交通関係調査 市内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内
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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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 微生物分析、ＤＮＡ解析、飲料水検査、ダイオキシン類分析、アスベスト分析・調査 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 廃棄物処理計画等、温暖化対策及び循環型社会に係る計画策定支援、自動車騒音面的評価業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 面的評価システム構築 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 放射線測定器、全窒素・全りん計、水質測定機器類 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 その他委託 その他 受託研究・開発実験支援業務、災害廃棄物処理計画、省エネ診断、ＤＮＡ解析、漏水調査、門型標識柱点検、建築物空気環境測定、建築物飲料水検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 大気検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 水質検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 土壌分析 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 理化学検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 県内
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（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 調査・計画 その他 ＰＰＰ／ＰＦＩ 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 臨床検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 検査・分析 その他 振動等の計量証明 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 環境計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 調査・計画 防災計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 検査・分析 大気検査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 検査・分析 水質検査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 検査・分析 土壌分析 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 施設等運転管理他 漏水調査 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 機器保守 測定機器保守 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 人材派遣 その他 添乗員、旅行事務、旅程管理、研修講師 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 情報処理 データ入力 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 情報処理 計算処理 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 広告・催事 会場設営 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 広告・催事 その他 電子出版物類物品販売 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）ツーリストエキスパーツ 東京都文京区本郷一丁目２４番１号ＯＮＥＳＴ本郷スクエア５階 和田　修寛 その他委託 封緘・発送業務 県外

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内
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司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 印字出力業務 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 情報処理 その他 印字出力業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 データ入力 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 計算処理 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 システム運用 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）筑波総合研究所 東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１ 打矢　隆司 情報処理 その他 システム計画・作成・調達支援、システム評価・監査、セキュリティ監査、各種規程整備、業務改革支援 県外

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 情報処理 データ入力 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 情報処理 計算処理 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 調査・計画 地域計画 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 調査・計画 防災計画 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 その他委託 土地家屋調査 県内

辻・本郷税理士法人 東京都新宿区新宿四丁目１番６号ＪＲ新宿ミライナタワー２８階 徳田　孝司 その他委託 その他 公会計・公営企業会計及び関連業務 県外

辻・本郷税理士法人 東京都新宿区新宿四丁目１番６号ＪＲ新宿ミライナタワー２８階 徳田　孝司 情報処理 データ入力 県外

辻・本郷税理士法人 東京都新宿区新宿四丁目１番６号ＪＲ新宿ミライナタワー２８階 徳田　孝司 情報処理 計算処理 県外

辻・本郷税理士法人 東京都新宿区新宿四丁目１番６号ＪＲ新宿ミライナタワー２８階 徳田　孝司 検査・分析 その他 財務・会計分析 県外

（株）土屋建築研究所 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２１Ｆ 土屋　正 建物設備等保守・修繕 その他 建築物・設備維持保全調査 県外

（株）土屋建築研究所 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２１Ｆ 土屋　正 検査・分析 その他 定期点検、危険校舎耐力度調査、土木・水系関係調査業務全般 県外

（株）土屋建築研究所 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２１Ｆ 土屋　正 調査・計画 その他 地域・地区計画、都市計画・交通等計画業務全般 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 データ入力 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 計算処理 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 システム運用 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 システムメンテナンス 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 コンピュータマッピング 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 情報処理 インターネット関連業務 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 機器保守 事務機器保守 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 機器保守 通信機器保守 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内
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（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 その他 舞台機構吊物設備保守 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）テービーケイ 東京都豊島区西池袋三丁目３０番４号　Ｋ＆Ｈビル４Ｆ 植村　正治 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 情報処理 システム運用 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 情報処理 システムメンテナンス 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 情報処理 インターネット関連業務 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 情報処理 その他 デジタルデータ作成、デジタルアーカイブシステム「ＡＤＥＡＣ」の運用 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 映画・写真制作 その他 文化財・古文書等の撮影 県外

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚三丁目１番１号 稲垣　実 その他委託 その他 自治体史の編さん支援、デジタル化に関するコンサルティング 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 人材派遣 その他 講師派遣 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 その他委託 その他 事務局、コールセンター、観光案内所、研修事業、空港及び航空関連事業 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 警備・受付・施設運営 その他 観光案内所、インフォメーションの運営 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ＴＥＩ 東京都港区芝一丁目５番１２号ＴＯＰ浜松町ビル７階 三橋　弘 情報処理 データ入力 県外

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内
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（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ＴＨＤ 千葉市花見川区千種町１９６番地３６ 田中　瞳 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 データ入力 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 計算処理 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 システム運用 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＴＳＰ 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番５号 坂本　祐一 人材派遣 労働者派遣事業 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 検査・分析 土壌分析 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 検査・分析 その他 ＰＣＢ含有調査　 県外

（株）ティーエムハンズ 東京都立川市西砂町六丁目１８番地２１ 矢野　晃治 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ティーシーエム 千葉市若葉区大宮台一丁目１１番９号 奥村　祐介 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

ティーペック（株） 東京都台東区上野五丁目６番１０号 鼠家　和彦 その他委託 その他 各種健康相談（小児・救急医療・介護相談等）、手配紹介業、メンタルヘルス事業※ストレスチェックを除く、生活習慣病に関する相談・手配紹介、研修事業 県外

ティーペック（株） 東京都台東区上野五丁目６番１０号 鼠家　和彦 介護・保育 その他 認知症対策、障害者虐待通報窓口 県外

ティーペック（株） 東京都台東区上野五丁目６番１０号 鼠家　和彦 検査・分析 その他 ストレスチェック、がん・脳卒中リスクに関するセルフチェック 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

ＴＭＥＳ（株） 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 原　芳幸 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外
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Ｔ‐ＬＩＦＥパートナーズ（株） 東京都練馬区高松五丁目１１番２６号 田中　裕二 その他委託 旅行業 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 機器保守 遊具 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ＴＩＳ 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 富田　勇人 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外
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（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）ＴＳビルシステム 埼玉県戸田市笹目六丁目１２番地１ 本田　友彦 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 検査・分析 大気検査 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 検査・分析 水質検査 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 検査・分析 土壌分析 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 検査・分析 騒音レベル 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

帝京警備保障（株） 船橋市前原西二丁目３０番７号 長友　洋仁 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

帝京警備保障（株） 船橋市前原西二丁目３０番７号 長友　洋仁 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

帝京警備保障（株） 船橋市前原西二丁目３０番７号 長友　洋仁 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 海上輸送 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 運搬・保管 放置自転車撤去 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 車両運行管理 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 その他委託 その他 放置車両確認事務委託業務、パーキングメーター等管理委託業務など 県外

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 飯塚　真規 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 飯塚　真規 情報処理 計算処理 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 人材派遣 労働者派遣事業 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 広告・催事 会場設営 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 広告・催事 選挙関連業務 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 その他委託 封緘・発送業務 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 その他委託 その他 マイキーＩＤ設定支援、個人事業税の賦課に関する資料に係る閲覧事務など 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

テイケイトレード（株） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 岡田　竜也 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 調査・計画 市場・経済調査 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内
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（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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 その他 配水池等上水道施設清掃・点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 その他 上水道施設の清掃 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 水草除去 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 建物設備等保守・修繕 その他 配水池等上水道設備保守・修繕 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 その他委託 その他 配水池、浄水池のロボット清掃・調査、地中調査 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 機器保守 測定機器保守 県内

（株）テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 垣本　政輝 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 垣本　政輝 施設等運転管理他 その他 管洗業務　流量測定業務 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 施設等運転管理他 その他 廃棄物処理施設等運転・管理 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 その他委託 メーター検針 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 その他委託 料金徴収業務 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 その他委託 その他 廃棄物処理施設運転・管理 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 建物管理・清掃 一般清掃 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 建物管理・清掃 病院清掃 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 高橋　久治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）テスコム　 福岡県大野城市御笠川４丁目１１番１９号 石田　繁則 施設等運転管理他 漏水調査 県外

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 その他委託 その他 幼児バス等添乗業務、各種見回り調査 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 運搬・保管 事務所移転 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 データ入力 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 計算処理 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 システム運用 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 システムメンテナンス 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 コンピュータマッピング 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 情報処理 インターネット関連業務 県内
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テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 広報誌製作 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 催事の企画運営 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 会場設営 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 選挙関連業務 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 広告・催事 看板等の設置 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 機器保守 通信機器保守 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 介護・保育 介護サービス 県内

テルウェル東日本（株） 東京都江東区深川二丁目７番６号 谷　誠 介護・保育 保育業務 県内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 無線通信設備保守 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 建物設備等保守・修繕 その他 無線通信設備保守 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 調査・計画 その他 無線電波伝搬調査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 速記・議事録作成 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 司書・図書整理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 メーター検針 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 料金徴収業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 動物飼育 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 封緘・発送業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 その他委託 その他 クレーン点検・草刈・伐採・剪定 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 検査・分析 大気検査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 検査・分析 水質検査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 検査・分析 土壌分析 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 検査・分析 騒音レベル 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 広報誌製作 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 催事の企画運営 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 会場設営 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 音響・照明操作 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 選挙関連業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 広告・催事 看板等の設置 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 事務所移転 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 貨物輸送 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 旅客輸送 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 データ入力 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 計算処理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 システム運用 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 システムメンテナンス 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 情報処理 インターネット関連業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 一般清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 病院清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 市場・経済調査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 交通関係調査 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 地域計画 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 健康・福祉計画 県内
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天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 環境計画 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 防災計画 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 調査・計画 信用調査業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 病院給食 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 集団検診 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 機器保守 事務機器保守 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 機器保守 通信機器保守 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 機器保守 測定機器保守 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 介護・保育 介護サービス 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 介護・保育 配食サービス 県内

天（株） 千葉市美浜区高洲１‐１４‐９‐３０５ 川島　篤史 介護・保育 保育業務 県内

（株）ＴＥＮＺＡＮ 東京都新宿区喜久井町４５番地 恩慈　宗義 その他委託 その他 強制執行補助業務 県外

（株）ＴＥＮＺＡＮ 東京都新宿区喜久井町４５番地 恩慈　宗義 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 建物設備等保守・修繕 その他 産業機器修繕業務、クレーン保守点検業務 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 その他委託 その他 産業機器修繕業務、クレーン保守点検業務 市内

（株）天柳 神奈川県座間市小松原一丁目１５番１８号 山寺　範佳 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）天柳 神奈川県座間市小松原一丁目１５番１８号 山寺　範佳 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（有）デー・エム興産 木更津市高柳５２６３番地３ 萬崎　公司 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）デー・エム興産 木更津市高柳５２６３番地３ 萬崎　公司 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（有）デー・エム興産 木更津市高柳５２６３番地３ 萬崎　公司 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 調査・計画 その他 基本計画の策定、実施調査 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 検査・分析 その他 施設の資料収集、データ分析、コスト等試算業務 県内

（株）データセレクト 愛知県豊明市阿野町昭和５番地１ 萩野　貴司 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）データセレクト 愛知県豊明市阿野町昭和５番地１ 萩野　貴司 その他委託 その他 コールセンター業務 県外

（株）データセレクト 愛知県豊明市阿野町昭和５番地１ 萩野　貴司 情報処理 データ入力 県外

（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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 その他 データ印字、封入封緘、梱包発送 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 その他委託 その他 ビジネスプロセスアウトソーシング業務、事務局運営、コールセンター業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 県外
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（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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 運搬・保管 貨物輸送 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 情報処理 データ入力 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 情報処理 システム運用 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 情報処理 インターネット関連業務 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 その他委託 翻訳・通訳 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 その他委託 その他 コンサルティング業務 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 広告・催事 催事の企画運営 県外

ＤＨＥ（株） 東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階 柳原　秀哉 広告・催事 会場設営 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 データ入力 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 計算処理 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 システム運用 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 轟　一太 機器保守 事務機器保守 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 データ入力 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 計算処理 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 システム運用 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 情報処理 その他 スキャンデータ化 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 人材派遣 その他 業務委託 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）電算 東京都中央区銀座八丁目１０番５号 河野　純 その他委託 その他 コールセンター、書類審査受付、給付金等事務局、キャンペーン事務局、複合業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 県内
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（株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号 黒田　俊介 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 広告・イベント全般　その他複合可 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 デジタルトランスフォーメーション等 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 警備・受付・施設運営 その他 イベント警備等 県内

（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 検査・分析 その他 ろ過池ろ層調査、分析サンプリング 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ・ブロワ（水処理設備）等の点検・修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 プール循環浄化装置保守点検業務委託　各種水処理装置保守 県外

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 緑地管理・道路清掃 その他 公園噴水装置保守 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 データ入力 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 計算処理 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 システム運用 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 システムメンテナンス 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 コンピュータマッピング 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 情報処理 インターネット関連業務 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 その他委託 翻訳・通訳 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

ＴＯＳＥＩ（株） 静岡県田方郡函南町間宮５４‐２ 王　平 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）トータルシティービル管理 東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号 鈴木　秀行 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂三丁目２１番２１号 吉村　利一 その他委託 その他 公会計・公営企業会計整備 県外
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（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂三丁目２１番２１号 吉村　利一 情報処理 その他 公会計・公営企業会計整備 県外

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂三丁目２１番２１号 吉村　利一 調査・計画 その他 公共施設に係る計画策定 県外

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 地域計画 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 環境計画 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 調査・計画 その他 交通量調査　交通量推計　都市計画関係調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 検査・分析 大気検査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 検査・分析 水質検査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 検査・分析 土壌分析 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 検査・分析 その他 音圧レベル　濃度　振動加速度レベル 県内

（株）トーハイ 東京都中央区京橋二丁目１２番６号 小林　文彦 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）トーハイ 東京都中央区京橋二丁目１２番６号 小林　文彦 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（株）トーハイ 東京都中央区京橋二丁目１２番６号 小林　文彦 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）トーハイ 東京都中央区京橋二丁目１２番６号 小林　文彦 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

トーフナ映像（株） 千葉市花見川区幕張本郷２丁目１４番２６号 横山　一隆 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

トーフナ映像（株） 千葉市花見川区幕張本郷２丁目１４番２６号 横山　一隆 映画・写真制作 航空写真撮影 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ＰＣＢ調査、荷姿登録、オイルタンク清掃、漏洩検査、補修、改修、油水分離槽清掃、グリストラップ清掃、修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 緑地管理・道路清掃 その他 ＰＣＢ調査、荷姿登録、油水分離槽清掃、グリストラップ清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 その他 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬 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 建物管理・清掃 その他 ＰＣＢ調査、荷姿登録、オイルタンク清掃、漏洩検査、補修、改修、油水分離槽清掃、グリストラップ清掃、修繕 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 検査・分析 その他 蛍光灯安定器ＰＣＢ調査、荷姿登録、オイルタンク等漏洩検査 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 調査・計画 その他 蛍光灯安定器ＰＣＢ調査、荷姿登録、オイルタンク等漏洩検査 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 その他委託 その他 ＰＣＢ調査、荷姿登録、オイルタンク清掃、漏洩検査、補修、改修、油水分離槽清掃、グリストラップ清掃、修繕 県内

（株）東亜環境コーポレーション 神奈川県海老名市杉久保南五丁目１６番１２号 東　浩志 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）東亜環境コーポレーション 神奈川県海老名市杉久保南五丁目１６番１２号 東　浩志 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）東亜環境コーポレーション 神奈川県海老名市杉久保南五丁目１６番１２号 東　浩志 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 山口　乃理夫 建物管理・清掃 その他 管内清掃 県内

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 山口　乃理夫 その他委託 その他 アイスピグ管内洗浄 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 機器保守 測定機器保守 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内
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藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 西久保　好生 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 西久保　好生 人材派遣 スポーツインストラクター 県外

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 西久保　好生 人材派遣 労働者派遣事業 県外

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 西久保　好生 人材派遣 その他 介護予防運動、健康体操の指導員派遣 県外

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 西久保　好生 機器保守 遊具 県外

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 一般清掃 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 病院清掃 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物管理・清掃 その他 空調機・ダクト清掃他 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 建物設備等保守・修繕 その他 建物設備等保守・修繕に関連する一切の業務 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 緑地管理・道路清掃 その他 緑地管理・道路清掃に関連する一切の業務 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 警備・受付・施設運営 その他 警備・受付・施設運営に関連する一切の業務 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 介護・保育 配食サービス 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 介護・保育 保育業務 県内

藤海ビルサービス（株） 千葉市若葉区高品町１５８３番地８ 小川　英世 介護・保育 その他 介護・保育に関連する一切の業務 県内

（有）とうかい物産 群馬県高崎市石原町２９８１番地１ 平元　吉彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（有）とうかい物産 群馬県高崎市石原町２９８１番地１ 平元　吉彦 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

東海保険ブローカー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号 河合　敏之 その他委託 保険業務 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 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 その他委託 その他 ベッドメイキング業務 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 その他委託 その他 博物館等文化施設に係る業務全般、文化財・古文書等の修復・保存・復元・模造・複製品の製作、３Ｄプリンター計測及びレプリカ製作、史跡・遺跡等の整備に係る修復・復元業務、展示施設内保守点検業務 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 その他 博物館等文化施設の常設・企画展示業務一式（各種展示物、模型、ジオラマ、レプリカ、演示具、サイン、グラフィック、デジタルサイネージ、展示什器、映像機器及び音声ガイダンス等の製作・設置業務等 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 映画・写真制作 その他 デジタル画像制作 県外
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（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 建物設備等保守・修繕 その他 博物館等文化施設の展示施設保守点検業務 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 遊具 県外

東京海上日動火災保険（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号　常盤橋タワー 広瀬　伸一 その他委託 保険業務 県内

東京管路総研（株） 東京都三鷹市新川５丁目１７番１６号 佐藤　龍弥 調査・計画 その他 漏水調査 県外

東京管路総研（株） 東京都三鷹市新川５丁目１７番１６号 佐藤　龍弥 その他委託 その他 漏水調査 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 省エネ機器、コージェネレーション設備等保守点検 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 検査・分析 その他 マッピングシステム等ＧＩＳ分析 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 調査・計画 その他 ＧＩＳ関連の調査計画 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 その他委託 その他 ＧＩＳ関連業務 県外

東京ケータリング（株） 東京都新宿区左門町３番地１　左門イレブンビル３階 鈴木　隆文 医療・医事・給食 病院給食 県外

東京ケータリング（株） 東京都新宿区左門町３番地１　左門イレブンビル３階 鈴木　隆文 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

東京ケータリング（株） 東京都新宿区左門町３番地１　左門イレブンビル３階 鈴木　隆文 医療・医事・給食 その他 給食業務全般 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 超音波流量計・電波式水位計の保守・修繕 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 機器保守 その他 超音波流量計・電波式水位計の保守点検 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内
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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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）東京システム鑑定 東京都渋谷区代々木２丁目３３番１号 星　力三 その他委託 不動産鑑定 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 情報システム、情報通信、防災対策等に関する企画・調査・計画等 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 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（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 調査・計画 市場・経済調査 県内

（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 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（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 調査・計画 信用調査業務 県内

（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 調査・計画 その他 企業誘致情報、景状感調査、政策提言調査、需要動向調査、業界調査、戦略策定 県内

（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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 その他 漏水調査、水道管路診断、配水管内部洗浄 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 その他 水道技術研修業務、ヘルプデスクオペレータ・カスタマーセンター運営 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 調査・計画 その他 漏水調査、水道管路診断、給水装置工事指針書作成 県外

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 地域計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 環境計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 調査・計画 防災計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 情報処理 データ入力 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 情報処理 計算処理 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 情報処理 システム運用 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 その他委託 その他 上記以外の委託業務 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 大気検査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 水質検査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 土壌分析 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 騒音レベル 県内
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東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 理化学検査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 検査・分析 その他 作業環境測定 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 調査・計画 交通関係調査 県内

東京鐵鋼（株） 栃木県小山市横倉新田５２０番地 吉原　毎文 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

東京鐵鋼（株） 栃木県小山市横倉新田５２０番地 吉原　毎文 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 県外

（株）東京天竜 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 東　雅臣 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）東京天竜 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 東　雅臣 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）東京天竜 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 東　雅臣 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）東京天竜 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 東　雅臣 医療・医事・給食 その他 保育・福祉・会社・官庁並び一般給食 県外

（責）東京電気管理技術者協会千葉 袖ケ浦市福王台三丁目１１番地４８ 松木　榮 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（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 その他委託 その他 その他の委託 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・医事・給食 特定保健指導 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 介護・保育 介護サービス 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

東京反訳（株） 東京都豊島区南池袋３丁目１３番１５号　東伸ビル４Ｆ 吉田　隆 その他委託 速記・議事録作成 県外

東京反訳（株） 東京都豊島区南池袋３丁目１３番１５号　東伸ビル４Ｆ 吉田　隆 その他委託 その他 動画字幕 県外

東京反訳（株） 東京都豊島区南池袋３丁目１３番１５号　東伸ビル４Ｆ 吉田　隆 情報処理 データ入力 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 検査・分析 大気検査 県内

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 検査・分析 水質検査 県内

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 検査・分析 土壌分析 県内

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 検査・分析 騒音レベル 県内

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 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

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 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

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 その他委託 旅行業 県内

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 田中　義紀 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 田中　義紀 広告・催事 広報誌製作 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 田中　義紀 情報処理 インターネット関連業務 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 田中　義紀 その他委託 翻訳・通訳 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 田中　義紀 その他委託 その他 ストレスチェック業務 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 田中　義紀 調査・計画 防災計画 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 その他委託 その他 学力調査の制作、採点処理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外
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東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５番地 星沢　卓也 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 学力調査の成績処理 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 調査・計画 防災計画 県外

東京メンタルヘルス（株） 東京都豊島区西池袋二丁目３９番８号ローズベイ池袋ビル３階 武藤　清榮 検査・分析 その他 ストレスチェック検査等 県外

東京メンタルヘルス（株） 東京都豊島区西池袋二丁目３９番８号ローズベイ池袋ビル３階 武藤　清榮 その他委託 その他 メンタルヘルス相談業務、メンタルヘルスカウンセラー派遣 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 その他委託 動物飼育 県外

（株）東京ユニーホース 東京都江戸川区南篠崎町３丁目２番４号ー３０３ 磯野　平 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 地域計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 環境計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 防災計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 調査・計画 その他 樹木調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 検査・分析 その他 事業の評価分析 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 情報処理 データ入力 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 その他委託 埋蔵文化財業務 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 県内
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（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 広告・催事 看板等の設置 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 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 機器保守 その他 トレーニング機器保守 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 人材派遣 スポーツインストラクター 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 その他委託 その他 体育施設委託修繕 県内

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 データ入力 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 計算処理 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 システム運用 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 情報処理 その他 スキャニング、データ印字 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 その他委託 メーター検針 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 その他委託 その他 コールセンター 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 甲田　英毅　 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）東建社 東京都立川市富士見町一丁目１５番５号 松島　敏郎 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県外

（株）東宏アセットリサーチ 山武郡横芝光町横芝１５３４番地 大木　孝仁 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 調査・計画 地域計画 県内
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（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 調査・計画 防災計画 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 その他 上下水道施設設備保守管理 県内

東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 川崎　幹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 その他委託 その他 電気通信設備保守点検（防災行政無線設備、ＩＴＶ設備、ＣＣＴＶ設備、テレメータ設備　等） 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 舞台照明設備保守点検 県外

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 調査・計画 交通関係調査 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 調査・計画 防災計画 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 その他委託 埋蔵文化財業務 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 その他委託 土地家屋調査 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 情報処理 データ入力 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 情報処理 コンピュータマッピング 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 映画・写真制作 航空写真撮影 市内

（株）トウショク 東京都江東区亀戸六丁目１４番３号 林　裕人 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）トウショク 東京都江東区亀戸六丁目１４番３号 林　裕人 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）トウショク 東京都江東区亀戸六丁目１４番３号 林　裕人 医療・医事・給食 給食配送業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 その他 空調機器保守 県外

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 その他委託 その他 補償交渉・地権者意向調査をはじめとする対人折衝、問い合わせ電話対応等 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 調査・計画 その他 アンケート調査、地権者調査、権利調査、現地調査、意向調査等 県内

東都給食（株） 東京都墨田区江東橋一丁目１６番２号 藤澤　弘之 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）東都文化財保存研究所 埼玉県川口市西青木三丁目３番３２号 朝重　嘉朗 その他委託 埋蔵文化財業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 県外
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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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）東武 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 中島　照夫 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 機械警備 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 医療・医事・給食 病院給食 県外
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（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 検査・分析 水質検査 県外

（株）東武 東京都新宿区上落合１丁目１６番７号 中島　照夫 介護・保育 保育業務 県外

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 施設等運転管理他 漏水調査 県内

東邦航空（株） 東京都江東区新木場四丁目７番５１号 宇田川　雅之 その他委託 その他 ヘリコプターでの視察調査飛行、ドクターヘリ又は防災ヘリの運航・点検整備受託や操縦士・整備士の訓練等 県外

東邦航空（株） 東京都江東区新木場四丁目７番５１号 宇田川　雅之 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

東邦航空（株） 東京都江東区新木場四丁目７番５１号 宇田川　雅之 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

東邦航空（株） 東京都江東区新木場四丁目７番５１号 宇田川　雅之 運搬・保管 旅客輸送 県外

東邦航空（株） 東京都江東区新木場四丁目７番５１号 宇田川　雅之 運搬・保管 その他 ヘリコプターを使用しての物資及び人員輸送等 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 その他委託 その他 会議録（議事録）作成、音声データ（テープ）等反訳（おこし） 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 情報処理 システム運用 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 花角　潤一 情報処理 その他 会議録検索システム全般及び関連業務全般、議会映像配信システム全般及び関連業務全般 県外

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 大気検査 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 水質検査 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 土壌分析 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 騒音レベル 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 検査・分析 その他 アスベスト調査分析 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 宮本　保彦 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）東北漏水 宮城県仙台市太白区長町八丁目１１番２５号 高橋　俊彦 施設等運転管理他 漏水調査 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 建物設備等保守・修繕 その他 災害対策用造水機保守メンテナンス 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 その他委託 封緘・発送業務 県内
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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 広告・催事 広報誌製作 県内

東洋システム（株） 東京都立川市柴崎町二丁目３番１７号 飯田　哲郎 その他委託 その他 マラソン、駅伝大会等記録計測業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

東洋シヤッター（株） 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 岡田　敏夫 建物設備等保守・修繕 その他 建具（シャッター・自動ドア等）の保守、点検管理 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 調査・計画 地域計画 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 調査・計画 環境計画 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 瀧田　和也 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 瀧田　和也 情報処理 データ入力 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 瀧田　和也 情報処理 計算処理 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 瀧田　和也 情報処理 システム運用 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 瀧田　和也 情報処理 システムメンテナンス 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 瀧田　和也 情報処理 コンピュータマッピング 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 瀧田　和也 情報処理 インターネット関連業務 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 瀧田　和也 機器保守 事務機器保守 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 瀧田　和也 機器保守 通信機器保守 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 瀧田　和也 調査・計画 地域計画 県内

（株）東葉物流 千葉市花見川区宇那谷町１５０１番９ 中山　徹 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）東葉物流 千葉市花見川区宇那谷町１５０１番９ 中山　徹 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（株）東葉物流 千葉市花見川区宇那谷町１５０１番９ 中山　徹 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）東葉物流 千葉市花見川区宇那谷町１５０１番９ 中山　徹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 その他委託 その他 寝具等洗濯業務委託 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県外

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 建物設備等保守・修繕 その他 特定建築物調査、建築設備点検、防火対象物点検 県内

東和防災（株） 千葉市中央区塩田町８４２番地３ 中澤　良夫 検査・分析 その他 特定建築物調査、建築設備点検、防火対象物点検 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 情報処理 データ入力 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内
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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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 機器保守 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 広告・催事 看板等の設置 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 市場・経済調査 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 地域計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 環境計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 調査・計画 防災計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 その他委託 不動産鑑定 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 封緘・発送業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 県内
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凸版印刷（株） 東京都台東区台東一丁目５番１号 麿　秀晴 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 集団検診 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 事務局サービス、コンタクトセンター（コールセンター）業務、窓口受付・証明書発行業務 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 窓口業務 県内

（株）トップ 静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地 杉本　雅央 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）トップスポット 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 和泉　俊也 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）トップスポット 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 和泉　俊也 情報処理 データ入力 県外

（株）トップスポット 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 和泉　俊也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）トップスポット 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 和泉　俊也 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 機器保守 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 機器保守 その他 景観資材、公園施設、エクステリア、サイン、ベンチ等 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 その他委託 その他 景観資材、公園施設、遊具、エクステリア、サイン、ベンチ等 県内

（有）富商 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目８番地の１ 富塚　愼一 廃棄物処理 その他 機密文書廃棄業務 県外

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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ設備の保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 ポンプ設備の運転・管理 県内

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 情報処理 データ入力 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 情報処理 システム運用 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）トミデン 茨城県石岡市柏原町９番７０号 和田本　聡 その他委託 その他 建物総合管理システムの運営 県外

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（有）巴山商会 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 巴山　永壽 その他委託 その他 一般廃棄物処理 県内

（株）富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷３番地３ 松浦　英樹 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷３番地３ 松浦　英樹 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外
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豊泉　弥生 東京都新宿区高田馬場１丁目６番１６号 豊泉　弥生 その他委託 その他 会計及び税務コンサルタント 県外

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 その他委託 不動産鑑定 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 その他委託 その他 土地評価 県内

トライコーン（株） 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 福原　雄亮 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

トライコーン（株） 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 福原　雄亮 情報処理 システム運用 県外

トライコーン（株） 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 福原　雄亮 情報処理 インターネット関連業務 県外

トライコーン（株） 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 福原　雄亮 情報処理 その他 メール配信業務 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 情報処理 データ入力 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 情報処理 システム運用 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ＴｒｙＲｏｏｔ 東京都渋谷区神南一丁目１３番１５号 藤平　昇大 その他委託 翻訳・通訳 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 人材派遣 労働者派遣事業 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 データ入力 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 計算処理 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 システム運用 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 システムメンテナンス 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 コンピュータマッピング 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 情報処理 インターネット関連業務 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県外

トランスコスモスパートナーズ（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 瀧本　一哉 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 広告・催事 その他 ワクチン会場の設営・運営 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 人材派遣 その他 有料職業紹介 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 その他委託 その他 給付金審査業務 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 情報処理 データ入力 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 調査・計画 その他 探偵 県外
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（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）ＴＯＲＩＳＴ 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号名駅ユタカビル２Ａ 北　正敏 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 緑地管理・道路清掃 その他 その他緑地管理・道路清掃業務全般 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 速記・議事録作成 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 メーター検針 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 動物飼育 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 車両運行管理 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 保険業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 データ入力 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 計算処理 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 システム運用 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 情報処理 その他 その他情報処理業務全般 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 会場設営 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 広告・催事 その他 その他広告・催事業務全般 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 介護・保育 介護サービス 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 介護・保育 配食サービス 県内

（株）トリプルグッド 市原市青柳７３５番地２１ 鈴木　健 介護・保育 保育業務 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 介護・保育 その他 その他介護・保育業務全般 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 広告・催事 看板等の設置 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 広告・催事 その他 車両マーキング，ラッピングカーフィルムの企画制作 県内

（有）トリムデザイン 富里市中沢３０８番地の３９ 影山　智 建物設備等保守・修繕 その他 誘導サインや看板類の制作修繕 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 機器保守 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 その他委託 その他 吊下げ式バスケットゴール及び防球ネット等の保守点検・修繕 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 調査・計画 その他 公園施設健全度調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 その他 舞台装置の保守点検・修繕 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 情報処理 その他 データ消去・破壊 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 その他委託 その他 回収引取業務 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 調査・計画 市場・経済調査 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 調査・計画 地域計画 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 調査・計画 環境計画 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 調査・計画 防災計画 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 施設等運転管理他 漏水調査 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 建物設備等保守・修繕 その他 ＴＶカメラ調査他 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 その他委託 その他 施工管理 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 情報配信クラウドサービス（ＡＳＰ） 県外

（株）ドゥサイエンス 東京都港区六本木四丁目１番１６号 大崎　健至 その他委託 その他 水景設備保守 県外

（株）ドゥサイエンス 東京都港区六本木四丁目１番１６号 大崎　健至 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ設備保守点検 県外

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 調査・計画 その他 案内標識、道路標識、道路反射鏡等安全施設、照明灯等点検調査 市内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 地域計画 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 環境計画 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 調査・計画 防災計画 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 検査・分析 水質検査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 検査・分析 土壌分析 県内
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（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 検査・分析 産業廃棄物分析 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 貨物輸送 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ドリームホップ 東京都千代田区飯田橋１丁目８番１０号 岡座　守 その他委託 その他 ストレスチェック業務 県外

（株）ドリームホップ 東京都千代田区飯田橋１丁目８番１０号 岡座　守 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック業務 県外

（株）ドリームホップ 東京都千代田区飯田橋１丁目８番１０号 岡座　守 検査・分析 その他 ストレスチェック業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 県外

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 その他委託 車両運行管理 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 人材派遣 労働者派遣事業 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 緑地管理・道路清掃 道路清掃 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 緑地管理・道路清掃 公園清掃 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 準市内

（株）ナイスセフティーロード 茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 関　力男 建物管理・清掃 一般清掃 準市内

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 大気検査 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 水質検査 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 土壌分析 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 騒音レベル 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 理化学検査 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 検査・分析 その他 ＲｏＨＳ・ＲＥＡＣＨ分析、アスベスト分析、絶縁油中のＰＣＢ分析 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

内藤環境管理（株） 埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 内藤　岳 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

中里建設（株） 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 中里　聡 施設等運転管理他 その他 配水池等ロボット調査及び清掃、上水道管内カメラ調査、上水道管内洗浄 県外

中里建設（株） 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 中里　聡 その他委託 その他 配水池等ロボット調査及び清掃、上水道管内カメラ調査、上水道管内洗浄 県外

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 調査・計画 交通関係調査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 調査・計画 地域計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 調査・計画 環境計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 調査・計画 防災計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 検査・分析 大気検査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 検査・分析 水質検査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 検査・分析 土壌分析 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 検査・分析 騒音レベル 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 情報処理 計算処理 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 情報処理 システムメンテナンス 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 情報処理 コンピュータマッピング 県内
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中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 庄村　昌明 その他委託 その他 センサー技術を利用した調査等 県内

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 運搬・保管 その他 航空機による人員輸送及び物資輸送 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 情報処理 データ入力 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 情報処理 コンピュータマッピング 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 廃棄物処理 その他 航空機部品等 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 その他委託 その他 航空機受託運航、航空機修理・整備等、整備士・操縦士訓練 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 渡邊　淳 調査・計画 市場・経済調査 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 渡邊　淳 調査・計画 環境アセスメント調査 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 渡邊　淳 調査・計画 交通関係調査 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 渡邊　淳 調査・計画 地域計画 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 渡邊　淳 調査・計画 健康・福祉計画 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 渡邊　淳 調査・計画 環境計画 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 渡邊　淳 調査・計画 防災計画 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 渡邊　淳 調査・計画 その他 ＵＡＶ・三次元レーザ計測（トンネル・道路・橋梁・歩道橋・鉄柱や電柱等の構造物・遺跡・震災遺構・歴史建物）、地盤変動に伴う１級水準測量調査業務、海抜表示調査業務、住居表示整備業務、震災遺構建物調査測定業務、コンクリート構造物等のひび割れ調査測定業務など 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 渡邊　淳 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 渡邊　淳 映画・写真制作 一般写真撮影 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 渡邊　淳 映画・写真制作 航空写真撮影 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 渡邊　淳 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 渡邊　淳 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 渡邊　淳 映画・写真制作 光ディスク入力 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 渡邊　淳 映画・写真制作 その他 住居表示案内図など 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 渡邊　淳 検査・分析 その他 地盤変動に伴う１級水準測量調査業務、海抜表示調査業務、住居表示整備業務、震災遺構建物調査測定業務、コンクリート構造物等のひび割れ調査測定業務など 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 渡邊　淳 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 渡邊　淳 情報処理 データ入力 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 渡邊　淳 情報処理 計算処理 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 渡邊　淳 情報処理 システム運用 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 渡邊　淳 情報処理 システムメンテナンス 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 渡邊　淳 情報処理 コンピュータマッピング 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 渡邊　淳 情報処理 その他 ＣＡＤ図面など 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 渡邊　淳 その他委託 その他 地盤変動に伴う１級水準測量調査業務、海抜表示調査業務、住居表示整備業務、震災遺構建物調査測定業務、コンクリート構造物等のひび割れ調査測定業務など 県外

（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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内
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（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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 図書館管理業務、図書製本、図書修復 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 その他 システム保守 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 運搬・保管 その他 図書館書籍移動および一時保管 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 その他 腐食調査 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 広告・催事 会場設営 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県外

永田紙業（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 その他 機密文書・磁気データ等滅失処理業務 県外

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内
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（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 大気検査 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 水質検査 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 土壌分析 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）永山環境科学研究所 鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号 永山　英樹 検査・分析 その他 悪臭成分分析、ごみ質分類分析、ダイオキシン類測定 県内

（株）ナチュラリ 東京都港区南青山二丁目２７番２７号 植島　幹九郎 検査・分析 臨床検査 県外

（株）ナチュラリ 東京都港区南青山二丁目２７番２７号 植島　幹九郎 検査・分析 その他 ＰＣＲスクリーニング検査 県外

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 その他委託 不動産鑑定 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 その他委託 その他 土地評価 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 調査・計画 市場・経済調査 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 調査・計画 その他 公共施設等総合管理計画、公共施設等個別施設計画 県内

ナブコシステム（株） 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号　霞が関ビルディング３２階 内田　正則 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア業務 県内

ナブコシステム（株） 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号　霞が関ビルディング３２階 内田　正則 その他委託 その他 自動ドア業務 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）成田空港美整社 成田市取香５２９番地６３ 荒川　武 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内
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（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 市場・経済調査 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 地域計画 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 健康・福祉計画 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 防災計画 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 信用調査業務 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 その他 不正調査、事業計画策定 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 データ入力 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 計算処理 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 システム運用 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 インターネット関連業務 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 その他 システム監査 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 介護・保育 介護サービス 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 介護・保育 保育業務 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 介護・保育 その他 福祉会計 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 検査・分析 その他 財務諸表分析 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 その他委託 その他 会計及び税務に係る支援 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 広告・催事 その他 研修会の開催 県外

成実監査法人 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 医療・医事・給食 その他 医療会計 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 地域計画 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 環境計画 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 防災計画 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 調査・計画 その他 調査・研究、計画策定、データ分析 県外

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都新宿区津久戸町４番７号 熊谷　芳浩 その他委託 その他 研修講師（福祉） 県外

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 運搬・保管 事務所移転 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 運搬・保管 貨物輸送 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 運搬・保管 旅客輸送 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

南総通運（株） 東金市東金５８２番地 今井　利彦 人材派遣 労働者派遣事業 県内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 建物設備等保守・修繕 その他 上下水道用のポンプ、揚水ポンプ、納水ポンプ、電動機、制御機器の修繕 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

仁尾興産（株） 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 塩田　健一 その他委託 その他 活性炭入替工事 県外

（株）ニシウラ 船橋市葛飾町二丁目４０２番地３　丸庄ビル３０１号室 関根　章男 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 浄水場計装設備保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 情報処理 システム運用 県内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 施設等運転管理他 ガス管点検調査 市内

（株）西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１０番９号 工藤　清 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１０番９号 工藤　清 その他委託 その他 水圧・漏水調査 県外

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 西原　幸志 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 上下水道施設等保守管理、し尿処理施設・農業集落排水処理施設・清掃施設その他運転・保守・管理 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 施設等運転管理他 ガス管点検調査 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 理化学検査 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 検査・分析 臨床検査 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 調査・計画 交通関係調査 県内
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西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 情報処理 データ入力 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 情報処理 コンピュータマッピング 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 地域計画 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 環境計画 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 調査・計画 防災計画 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 その他委託 その他 ＩＴＶシステム設置・防犯カメラシステム設置 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 建物設備等保守・修繕 その他 ＩＴＶシステム保守修繕・防犯カメラシステム保守修繕 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 機器保守 通信機器保守 県内

（株）ニスナ 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 小暮　博志 機器保守 その他 ＩＴＶシステム保守・防犯カメラシステム保守 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 その他委託 その他 地域支援事業・介護保険認定等業務委託・データヘルス策定 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 その他 データヘルス計画策定 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 介護・保育 介護サービス 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 介護・保育 保育業務 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 介護・保育 その他 介護予防事業 県外

日重環境（株） 群馬県みどり市大間々町大間々１６６８番地 松原　豊 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

日重環境（株） 群馬県みどり市大間々町大間々１６６８番地 松原　豊 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 情報処理 データ入力 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 その他 海外資料調査、収集 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 その他委託 その他 文書管理コンサルタント 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 機器保守 事務機器保守 県外
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（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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 その他委託 保険業務 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 情報処理 データ入力 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 情報処理 データ入力 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 検査・分析 土壌分析 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 広告・催事 看板等の設置 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 その他委託 その他 路面調査等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 地域計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 環境計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 調査・計画 防災計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 検査・分析 大気検査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 検査・分析 水質検査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 検査・分析 土壌分析 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 一般清掃 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 病院清掃 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

日興サービス（株） 埼玉県戸田市笹目北町１４番地１９ 山口　徹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

日興サービス（株） 埼玉県戸田市笹目北町１４番地１９ 山口　徹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 電算機器保守等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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

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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 地域計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 環境計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 防災計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 調査・計画 その他 一般廃棄物処理施設における基本構想、基本計画等の計画策定 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 検査・分析 大気検査 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 検査・分析 水質検査 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 検査・分析 土壌分析 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）日生 長生郡長生村一松丙１４４６番地１ 貝塚　弘知 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 その他 水処理施設管理等 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 その他設備点検、修繕 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 その他委託 その他 ピット等清掃等 県外

（株）日商自動車 香取郡多古町十余三２８１番地 大島　一信 運搬・保管 旅客輸送 県内

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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 運搬・保管 事務所移転 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 広告・催事 看板等の設置 県外

日振工発（株） 東京都千代田区東神田二丁目１０番１６号フォーライフオフィス東神田９階 中田　昌宏 その他委託 その他 貯油槽メンテナンス業務 県外

日振工発（株） 東京都千代田区東神田二丁目１０番１６号フォーライフオフィス東神田９階 中田　昌宏 クリーニング その他 緞帳クリーニング業務　緞帳メンテナンス業務 県外
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（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）日進産業 東京都中央区入船一丁目４番１０号 垣内　洋一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 その他委託 その他 活性炭交換業務委託 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 検査・分析 水質検査 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・医事・給食 病院給食 県内

日進商事（株） 千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９ 篠村　邦隆 機器保守 測定機器保守 県内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 データ入力 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 計算処理 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 システム運用 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 コンピュータマッピング 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 インターネット関連業務 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 情報処理 その他 測量関係情報処理等 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 世論・住民意識調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 市場・経済調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 交通関係調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 地域計画 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 防災計画 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 調査・計画 その他 家屋調査ー物件調査ー調査業務全般ー交通量調査等 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 その他委託 その他 測量業務関係全般ーその他委託　 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 検査・分析 その他 測量関係等 市内

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 防災行政無線保守、監視用カメラ保守 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 機器保守 通信機器保守 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 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（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 調査・計画 市場・経済調査 県内

（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 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（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 調査・計画 地域計画 県内

（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 調査・計画 防災計画 県内
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（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（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 情報処理 データ入力 県内

（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 情報処理 計算処理 県内

（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 情報処理 システム運用 県内

（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 情報処理 システムメンテナンス 県内

（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 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（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 情報処理 インターネット関連業務 県内

（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 検査・分析 土壌分析 県内

（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 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 調査・計画 その他 ろ過池・ろ過材・活性炭調査等） 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 その他委託 その他 ろ過池・ろ過材・活性炭調査等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 扶養実態調査、医療・介護・保健等のデータ分析支援、医療・介護・保健等の計画策定支援 県外

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 準市内

ニッテレ債権回収（株） 東京都港区芝浦三丁目１６番２０号 小林　英利 その他委託 その他 債権管理回収業 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 その他委託 その他 下水処理施設の修繕 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 下水処理施設の修繕 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 機器保守 遊具 県外

日本オーチス・エレベータ（株） 東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 山上　浩 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

日本ギア工業（株） 神奈川県藤沢市桐原町７番地 寺田　治夫 建物設備等保守・修繕 その他 駆動装置の修繕 県内
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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 調査・計画 その他 ＡＩによる管体・劣化診断 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 施設等運転管理他 漏水調査 県外

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 事務所移転 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 貨物輸送 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 海上輸送 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 その他委託 司書・図書整理 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 その他委託 動物飼育 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 その他委託 封緘・発送業務 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 情報処理 データ入力 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 情報処理 システム運用 県内

日本通運（株） 東京都千代田区神田和泉町２番地 堀切　智 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 データ入力 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 計算処理 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 システム運用 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 情報処理 インターネット関連業務 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 その他委託 その他 コールセンター業務 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 機器保守 事務機器保守 県内

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 機器保守 通信機器保守 県内

日本電設工業（株） 東京都台東区池之端一丁目２番２３号 安田　一成 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 調査・計画 その他 財務調査、税務調査、計画策定等 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 検査・分析 その他 経営分析、財務分析、会計検査 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 その他委託 その他 財務書類作成支援業務、監査業務 県外

（株）日本医療福祉コンサルティング 東京都千代田区麹町三丁目３番地８丸増麹町ビル９階 横塚　大介 情報処理 データ入力 県外

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 データ入力 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 計算処理 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 システム運用 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 情報処理 インターネット関連業務 県内
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（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 地域計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 環境計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 調査・計画 防災計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 検査・分析 大気検査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 検査・分析 水質検査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 検査・分析 土壌分析 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 検査・分析 騒音レベル 県内

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 吉岡　和守 その他委託 その他 公会計に係るコンサルティング、財務書類等作成支援、公営企業法適用化移行支援、経営戦略策定、公会計ソフトウェア導入支援、固定資産台帳整備、消費税監査、財務会計システム導入支援、アウトソーシング業務 県外

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 吉岡　和守 調査・計画 市場・経済調査 県外

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 吉岡　和守 調査・計画 地域計画 県外

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 吉岡　和守 調査・計画 その他 経営戦略策定、個別施設計画策定、公共施設等総合管理計画策定、財政計画策定、総合計画作成支援、医療福祉計画策定 県外

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 吉岡　和守 情報処理 データ入力 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 市場・経済調査 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 交通関係調査 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 地域計画 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 環境計画 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 防災計画 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 調査・計画 その他 高等教育機関等設置調査 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 広告・催事 広報誌製作 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 広告・催事 催事の企画運営 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 広告・催事 会場設営 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 情報処理 データ入力 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 情報処理 計算処理 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 情報処理 インターネット関連業務 県外

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 一般清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 病院清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内
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日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

日本環境クリアー（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 杉山　英司 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア保守・プール管理 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 その他委託 司書・図書整理 県内

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 検査・分析 大気検査 県外
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日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 検査・分析 水質検査 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 検査・分析 土壌分析 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 検査・分析 騒音レベル 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 検査・分析 その他 アスベスト調査、分析、ＰＣＢ調査、ＶＯＣ分析など 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 調査・計画 交通関係調査 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号 中元　章博 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 一般清掃 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 病院清掃 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

日本管財（株） 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 福田　慎太郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 データ入力 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 計算処理 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 システム運用 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 情報処理 インターネット関連業務 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 人材派遣 労働者派遣事業 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 機器保守 事務機器保守 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 機器保守 通信機器保守 県内

日本企画（株） 船橋市本町六丁目２１番１６号 利　哲雄 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

日本給食（株） 東京都江戸川区中央一丁目１６番１９号 萩原　和大 医療・医事・給食 病院給食 県外

日本給食（株） 東京都江戸川区中央一丁目１６番１９号 萩原　和大 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

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 その他委託 その他 厨房機器等の清掃、修理 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 機器保守 その他 厨房機器の保守 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 その他委託 その他 活性炭交換業務 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 広告・催事 看板等の設置 県内

（一社）日本経営協会 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目１１番８号 岡島　芳明 その他委託 その他 職員研修企画および職員研修にかかわる講師の派遣業務 県外

（一社）日本経営協会 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目１１番８号 岡島　芳明 調査・計画 その他 市場調査、計画策定、コンサルティング等 県外

（株）日本経営協会総合研究所 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 神吉　雅彦 その他委託 その他 採用試験、昇任試験、電子申請システム 県外

（株）日本経営協会総合研究所 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 神吉　雅彦 情報処理 その他 採用管理システム 県外

（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 調査・計画 地域計画 県外
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（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 調査・計画 その他 産業、ＰＦＩ、ＰＰＰ、民営化等調査 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 検査・分析 その他 ろ過池ろ層ろ材調査 県外

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 情報処理 システム運用 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 情報処理 インターネット関連業務 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 市場・経済調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 交通関係調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 地域計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 環境計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 調査・計画 防災計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 検査・分析 水質検査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 検査・分析 土壌分析 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 市場・経済調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 交通関係調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 地域計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 環境計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 調査・計画 防災計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 検査・分析 大気検査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 検査・分析 水質検査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 検査・分析 土壌分析 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 検査・分析 騒音レベル 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 データ入力 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 計算処理 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 システム運用 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 その他委託 不動産鑑定 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 その他委託 土地家屋調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明　 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 検査・分析 大気検査 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 検査・分析 水質検査 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 検査・分析 土壌分析 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）日本公害管理センター 東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 松倉　達夫 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）日本交通リサーチ 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番６号 荻島　純一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（有）日本交通リサーチ 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番６号 荻島　純一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（有）日本交通リサーチ 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番６号 荻島　純一 調査・計画 交通関係調査 県外

（有）日本交通リサーチ 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番６号 荻島　純一 情報処理 データ入力 県外

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 検査・分析 騒音レベル 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 検査・分析 その他 騒音レベル、振動加速度レベルの検査・測定 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 市場・経済調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 交通関係調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 地域計画 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 環境計画 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 防災計画 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 調査・計画 その他 アンケート調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 データ入力 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 計算処理 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 システム運用 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 システムメンテナンス 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 情報処理 インターネット関連業務 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 広告・催事 催事の企画運営 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 機器保守 医療機器保守 県内

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 情報処理 データ入力 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 情報処理 計算処理 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 情報処理 システム運用 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 情報処理 インターネット関連業務 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

日本コムシンク（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 山里　真元 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（一社）日本産業カウンセラー協会 東京都港区新橋６丁目１７番１７号　御成門センタービル６階 田中　節子 その他委託 その他 カウンセリング、相談、各種研修（オンライン含む）、ストレスチェック、集団分析、カウンセラー養成講座、キャリアコンサルタント養成講習 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 情報処理 その他 不用パソコン等データ消去 県外

日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号 山本　政和 その他委託 その他 内視鏡装置とピグ玉を使用した洗管業務ＳＣＯＰＥ工法 県外

日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号 山本　政和 調査・計画 その他 水道用不断水内視鏡装置による水道管路内ＴＶカメラ調査 県外

日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号 山本　政和 施設等運転管理他 その他 内視鏡装置による上水道管内調査、ピグ玉を使用した洗管業務ＳＣＯＰＥ工法 県外

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 調査・計画 防災計画 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 施設等運転管理他 漏水調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 調査・計画 市場・経済調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 調査・計画 地域計画 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 調査・計画 環境計画 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 調査・計画 防災計画 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 検査・分析 大気検査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 検査・分析 水質検査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 検査・分析 土壌分析 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 検査・分析 騒音レベル 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内
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日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 データ入力 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 計算処理 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 システム運用 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 その他委託 その他 ＰＦＩ等発注支援業務及び技術開発研究 県内

日本水道管路（株） 東京都中央区晴海三丁目１３番１‐４９２３号 佐藤　伸二 施設等運転管理他 漏水調査 県外

日本水道管路（株） 東京都中央区晴海三丁目１３番１‐４９２３号 佐藤　伸二 建物管理・清掃 その他 配水池清掃 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 その他委託 その他 調査等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 基本計画 県内

日本スタンド鉱油（株） 東京都葛飾区柴又六丁目３番６号 長瀬　英次 その他委託 その他 油槽タンクの清掃業務　油分離槽の清掃業務 県外

日本スタンド鉱油（株） 東京都葛飾区柴又六丁目３番６号 長瀬　英次 建物設備等保守・修繕 その他 油槽タンク及び埋設配管の保守点検、修繕、撤去 県外

日本スタンド鉱油（株） 東京都葛飾区柴又六丁目３番６号 長瀬　英次 検査・分析 その他 油槽タンク及び埋設配管の気密漏洩検査 県外

日本スタンド鉱油（株） 東京都葛飾区柴又六丁目３番６号 長瀬　英次 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

日本スタンド鉱油（株） 東京都葛飾区柴又六丁目３番６号 長瀬　英次 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 地域計画 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 環境計画 県外

（株）日本政策総研 東京都文京区小石川５丁目２番２号 佐藤　達生 調査・計画 その他 総合計画書等行政計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 業務のアウトソーシング、ヘルプデスク設置運営 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 県内
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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 情報処理 システムメンテナンス 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 その他 試験会場運営 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 市場・経済調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 交通関係調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 地域計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 健康・福祉計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 環境計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 防災計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 信用調査業務 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 調査・計画 その他 構造物調査、構造物診断、耐震診断 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 データ入力 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 計算処理 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 システム運用 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 情報処理 インターネット関連業務 県内
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日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 施設等運転管理他 漏水調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 検査・分析 大気検査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 検査・分析 水質検査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 検査・分析 土壌分析 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 検査・分析 騒音レベル 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 その他 理化学機器・分析機器保守 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 その他委託 その他 電話やウェブを利用した業務、コールセンター業務、事務支援・事務代行、各種助成金・協力金関連窓口・事務処理業務、各種申請受付・審査・許諾業務等 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 広告・催事 催事の企画運営 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 広告・催事 会場設営 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 広告・催事 選挙関連業務 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 広告・催事 その他 商品券販売窓口・事務局運営、マイナンバー・マイナポイント関連イベント運営・受付・設定支援等 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 データ入力 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 計算処理 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 システム運用 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 システムメンテナンス 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 コンピュータマッピング 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 インターネット関連業務 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 情報処理 その他 ＡＩチャットボットシステム導入業務、ホームページ作成等 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 医療・医事・給食 その他 医療に関する会議運営、議事録作成、コロナウイルス感染健康相談窓口業務、コロナウイルスワクチン予約受付業務、問い合わせ窓口業務 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 警備・受付・施設運営 その他 電話交換手 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 調査・計画 市場・経済調査 県外

日本トータルテレマーケティング（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 森　真吾 人材派遣 労働者派遣事業 県外

日本特殊輸送機（株） 東京都千代田区神田多町二丁目３番地１ 荒川　祥之 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 市場・経済調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 交通関係調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 地域計画 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 健康・福祉計画 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 環境計画 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 防災計画 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 調査・計画 その他 居住調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 データ入力 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 計算処理 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 システム運用 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 システムメンテナンス 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 コンピュータマッピング 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 インターネット関連業務 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 情報処理 その他 電子ファイリング 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

日本道路興運（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 山口　哲也 その他委託 車両運行管理 県外

（株）日本能率協会マネジメントセンター 東京都中央区日本橋二丁目７番１号東京日本橋タワー 張　士洛 その他委託 その他 職員能力開発及び計画支援、セミナー運営サポート支援等 県外

（株）日本能率協会マネジメントセンター 東京都中央区日本橋二丁目７番１号東京日本橋タワー 張　士洛 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外
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（株）日本能率協会マネジメントセンター 東京都中央区日本橋二丁目７番１号東京日本橋タワー 張　士洛 調査・計画 その他 リスキリング等 県外

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 緑地管理・道路清掃 その他 透水性舗装機能回復洗浄 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 施設等運転管理他 漏水調査 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 その他委託 料金徴収業務 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 その他委託 車両運行管理 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 その他委託 その他 道路料金収受、交通管理業務 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 機器保守 事務機器保守 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 その他 各種自治体公共受付窓口業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 要介護認定事務業務、障害支援認定区分調査業務、要介護認定調査業務、ケアプラン作成業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ネットワーク構築業務・ヘルプデスク業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 医療・医事・給食 病院給食 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 医療・医事・給食 学校・寮給食 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 医療・医事・給食 給食配送業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内
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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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 検査・分析 理化学検査 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 人材派遣 労働者派遣事業 県内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 建物管理・清掃 浄化槽清掃 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 建物管理・清掃 浄化槽点検 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

日本ビル防災（株） 富津市富津４９番地１３ 高橋　雅也 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 医療・医事・給食 その他 賄い業務 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物管理・清掃 その他 屋外清掃 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 山田　稔 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア保守点検業務 県外

（株）日本保安 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 青柳　秀夫 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 その他 店内保安警備 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）

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）日本翻訳センター 東京都港区東麻布一丁目１０番１２号 高畠　リサ その他委託 翻訳・通訳 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 その他委託 その他 電気防食調査 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 無線機 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 建物設備等保守・修繕 その他 医療ガス配管設備保守点検 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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・医事・給食 その他 医療ガス配管設備保守点検 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 機器保守 その他 医療機器修理 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 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県内

日本メサライト工業（株） 船橋市西浦三丁目９番２号 二宮　隆二 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 その他委託 旅行業 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 その他委託 その他 コールセンター運営 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 情報処理 データ入力 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 情報処理 システム運用 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 広告・催事 会場設営 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 地域計画 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 環境計画 県内

（株）日本旅行 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 小谷野　悦光 調査・計画 防災計画 県内

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 情報処理 データ入力 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 情報処理 計算処理 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 情報処理 システム運用 県外
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（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 地域計画 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 環境計画 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 調査・計画 防災計画 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 広告・催事 会場設営 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）日本旅行ビジネスクリエイト 東京都港区海岸二丁目１番２４号 田中　正人 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 その他 文書管理 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）日本レップス 神奈川県横浜市中区元浜町三丁目１５番地 川島　幹夫 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）日本レップス 神奈川県横浜市中区元浜町三丁目１５番地 川島　幹夫 その他委託 その他 配水管洗浄業務　消火栓点検業務 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 緑地管理・道路清掃 その他 道路付属物等清掃 県内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）日本漏防コンサルタント 徳島県徳島市南田宮二丁目７番４号 新垣　光勇 施設等運転管理他 漏水調査 準市内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 地域計画 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 調査・計画 防災計画 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 検査・分析 大気検査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 検査・分析 水質検査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 検査・分析 土壌分析 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）二友組 愛知県名古屋市名東区亀の井三丁目１７７番地 辻　亨 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 県内

（株）ネオ・アメニティーサービス 千葉市中央区登戸一丁目１３番２２号シティファイブビル 麻生　直 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県内

（株）ネオテック 船橋市芝山二丁目１４番２８号 片岡　幸哉 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ネオテック 船橋市芝山二丁目１４番２８号 片岡　幸哉 その他委託 その他 フロン回収 県内

（株）ネオテック 船橋市芝山二丁目１４番２８号 片岡　幸哉 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ネクシモ 茨城県日立市大みか町四丁目２７番３２号 山形　勝 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ネクシモ 茨城県日立市大みか町四丁目２７番３２号 山形　勝 情報処理 データ入力 県外

（株）ネクシモ 茨城県日立市大みか町四丁目２７番３２号 山形　勝 情報処理 計算処理 県外

（株）ネクシモ 茨城県日立市大みか町四丁目２７番３２号 山形　勝 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内
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（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 警備・受付・施設運営 その他 電話受付・プール管理 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 緑地管理・道路清掃 その他 公衆便所清掃 県内

（株）ネット 東京都中央区湊三丁目２番１１号 明知　寛延 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ノア・ビルサービス 北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 宮下　稔 その他委託 その他 駐車監視員 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 調査・計画 地域計画 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建物管理・清掃 その他 特定建築物定期調査業務 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建物設備等保守・修繕 その他 建築設備定期検査業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）Ｎｏｅｌｉｔｈ 東京都港区赤坂八丁目１１番２６号 柴田　秀吉 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外
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（株）Ｎｏｅｌｉｔｈ 東京都港区赤坂八丁目１１番２６号 柴田　秀吉 情報処理 システム運用 県外

（株）Ｎｏｅｌｉｔｈ 東京都港区赤坂八丁目１１番２６号 柴田　秀吉 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

野村興産（株） 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号 藤原　悌 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

野村興産（株） 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号 藤原　悌 廃棄物処理 その他 水銀含有廃棄物（廃乾電池、廃蛍光灯、血圧計、体温計等）処理処分リサイクル 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 医療・医事・給食 病院給食 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 建物管理・清掃 一般清掃 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 その他委託 その他 放課後児童クラブ 県外

ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 脇本　実 医療・医事・給食 給食配送業務 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 その他委託 その他 出産祝・育児応援品贈呈業務（カタログギフト作成・配送、問合せ対応） 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 コールセンター運営、大型看板・標識等点検 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 防災計画 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 広告・催事 広報誌製作 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 介護・保育 その他 大人用紙おむつ給付事業・子供用紙おむつ給付事業 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 廃棄物処理 その他 焼却灰や不燃残渣の運搬、廃乾電池処理 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４ 白鳥　頼利 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（有）橋本商店 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 橋本　孝男 その他委託 その他 指定ごみ袋 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内
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（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（株）ハセガワ 習志野市大久保一丁目６番２号 笠川　修造 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 コールセンター運営 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 検査・分析 臨床検査 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 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 データ入力 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 計算処理 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 システム運用 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 地域計画 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 調査・計画 防災計画 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 その他委託 封緘・発送業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 バーコード、ＱＲコード作成 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 広告・催事 広報誌製作 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 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 調査・計画 市場・経済調査 県外

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 調査・計画 信用調査業務 県外

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 調査・計画 その他 税務調査、計画策定等 県外

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 その他委託 その他 監査業務、財務書類作成支援業務 県外

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 検査・分析 その他 財務分析、会計検査 県外

はなさき税理士法人 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 田中　謙吾 情報処理 データ入力 県外

（株）話し方教育センター 東京都港区新橋四丁目３０番６号 千名　友貴 その他委託 その他 職場内研修における企画および講師派遣 県外

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 人材派遣 労働者派遣事業 県外

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 建物管理・清掃 一般清掃 県外

羽田タートルサービス（株） 東京都大田区羽田５丁目３番１号　スカイプラザオフィス１２階 折原　毅一郎 情報処理 データ入力 県外

（株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 鈴木　圭一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 鈴木　圭一 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 鈴木　圭一 調査・計画 地域計画 県外
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（株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 鈴木　圭一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 鈴木　圭一 調査・計画 その他 公営企業の経営診断、コンサルティング 県外

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 広告・催事 選挙関連業務 市内

浜田工業（株） 神奈川県横浜市緑区長津田町４８０５番地 濱田　芳郎 その他委託 その他 配水池等清掃・調査 県外

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 人材派遣 その他 有料職業紹介事業 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 その他委託 旅行業 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 その他委託 その他 配布 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 情報処理 データ入力 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 医療・医事・給食 その他 接種会場 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 検査・分析 その他 ＰＣＲ 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 広告・催事 会場設営 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 介護・保育 介護サービス 県外

（株）阪急トラベルサポート 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 山川　豊治 介護・保育 保育業務 県外

バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 井上　正巳 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 井上　正巳 情報処理 システムメンテナンス 県外

バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 井上　正巳 情報処理 インターネット関連業務 県外

バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 井上　正巳 情報処理 その他 一斉情報配信システム 県外

（株）バスくるグループ 東京都足立区大谷田４‐１０‐９ 浮舟　崇弘 運搬・保管 旅客輸送 県外

（株）バスくるグループ 東京都足立区大谷田４‐１０‐９ 浮舟　崇弘 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 情報処理 データ入力 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 情報処理 計算処理 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 その他委託 その他 窓口受付案内 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）バックスグループ 東京都豊島区東池袋４丁目５番２号 岡田　努 広告・催事 選挙関連業務 県外

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 世論・住民意識調査 県内
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パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 市場・経済調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 交通関係調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 地域計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 健康・福祉計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 環境計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 防災計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 調査・計画 その他 ＰＦＩ、ＰＰＰ，ＮＰＭ 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 データ入力 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 計算処理 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 システム運用 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 システムメンテナンス 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 コンピュータマッピング 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 情報処理 インターネット関連業務 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 検査・分析 大気検査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 検査・分析 水質検査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 検査・分析 土壌分析 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 検査・分析 騒音レベル 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 施設等運転管理他 漏水調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 映画・写真制作 その他 アニメーション作成 県内

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 その他委託 その他 容量市場に関する業務、自治体新電力検討業務、エネルギー関連計画の策定支援、低炭素化計画　等 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 調査・計画 その他 容量市場に関する業務、自治体新電力検討業務、エネルギー関連計画の策定支援、低炭素化計画　等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 その他 地理情報システム関連業務 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 その他 コンクリート診断関連業務、機能診断、地下水調査、空洞調査、マンホール調査、受益者負担調査 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 放射線量等測定・検査 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 その他委託 その他 各種台帳作成業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 その他 人工衛星写真 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 その他委託 不動産鑑定 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 検査・分析 水質検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）パソナフォスター 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 長畑　久美子 介護・保育 保育業務 県外

（株）パソナフォスター 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 長畑　久美子 人材派遣 労働者派遣事業 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システムメンテナンス 県外
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（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 情報処理 その他 財務書類作成、地方公会計ソフトウェアデータ移行 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 その他 ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査、公共施設等総合管理計画策定・同個別施設計画策定、公営企業経営戦略策定 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 その他委託 その他 財務書類作成、公営企業法適化 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 一般清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 病院清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 翻訳・通訳 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 速記・議事録作成 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 司書・図書整理 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 メーター検針 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 料金徴収業務 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 動物飼育 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 封緘・発送業務 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 車両運行管理 県内

光管財（株） 東京都足立区栗原三丁目１０番１９‐１０５号 田中　光 その他委託 埋蔵文化財業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 県内
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（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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 市場・経済調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 交通関係調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 地域計画 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 調査・計画 防災計画 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 データ入力 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 計算処理 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 システム運用 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 システムメンテナンス 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 情報処理 コンピュータマッピング 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 検査・分析 騒音レベル 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

東日本漏水調査（株） 山形県米沢市窪田町藤泉１４４６番地の１ 尾形　利美 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 緑地管理・道路清掃 その他 道路関連の補修 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 その他委託 その他 管路巡視点検等 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内
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（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３番地の２ 戸辺　春彦 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（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 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（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 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（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 検査・分析 大気検査 県内

（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 検査・分析 水質検査 県内

（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 検査・分析 土壌分析 県内

（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 検査・分析 騒音レベル 県内

（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 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（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 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（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 検査・分析 その他 アスベスト石綿分析、ＰＣＢ分析 県内

（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 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（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 調査・計画 交通関係調査 県内

（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 調査・計画 その他 土壌汚染調査 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 ＯＡ機器（コンピュータ機器・コンピュータ周辺機器）保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 パッケージエアコン・無停電電源装置・自家発電機の保守 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 警備・受付・施設運営 その他 コールセンター業務委託 県内
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（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 指令システム保守、電算機器保守等 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 防災計画 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）日立物流首都圏 柏市末広町７番３号 前川　英利 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）日立物流首都圏 柏市末広町７番３号 前川　英利 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（株）日立物流首都圏 柏市末広町７番３号 前川　英利 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）日立物流首都圏 柏市末広町７番３号 前川　英利 運搬・保管 保管・倉庫業 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（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 建物設備等保守・修繕 その他 上下水処理施設 県外

（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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

（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 施設等運転管理他 その他 上下水処理施設 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 受益者負担金負荷調査、固定資産税現況調査、町名地番整理、農業振興計画等 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 映画・写真制作 航空写真撮影 県外
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（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 その他委託 その他 指定管理者業務 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 県内

（株）日比谷情報サービス 東京都港区新橋５丁目１４番６号 鈴木　康仁 情報処理 データ入力 県内

（株）日比谷情報サービス 東京都港区新橋５丁目１４番６号 鈴木　康仁 情報処理 計算処理 県内

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 その他委託 その他 研修・教育 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 人材派遣 その他 各種研修講師 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 警備・受付・施設運営 その他 交流施設 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 広告・催事 催事の企画運営 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 広告・催事 会場設営 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 広告・催事 選挙関連業務 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 広告・催事 その他 ホームページ制作 県外

ヒューマンアカデミー（株） 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 川上　輝之 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 電気・通信機器業務 県外

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 その他委託 その他 メンタルヘルス関連業務 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 情報処理 データ入力 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 情報処理 システム運用 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 情報処理 その他 ストレスチェックシステム運用 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 検査・分析 その他 ストレスチェック検査 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 調査・計画 その他 メンタルヘルスコンサルティング業務 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 医療・医事・給食 その他 メンタルヘルス関連業務 県内

（株）ヒューマン・タッチ 船橋市本町七丁目１０番２号 森川　隆司 介護・保育 その他 メンタルヘルス関連 県内

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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 庁舎案内・インフォメーションマップ 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 その他委託 その他 飛沫感染防止アクリル板設置業務・高耐久防滑フロアサイン設置業務・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）設置業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県外
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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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 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

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 大気検査 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 水質検査 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 土壌分析 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 理化学検査 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 検査・分析 放射線量等測定・検査 県外

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

広田ユニオン（株） 大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号 廣田　慎吾 運搬・保管 事務所移転 県外

広田ユニオン（株） 大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号 廣田　慎吾 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県外

広田ユニオン（株） 大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号 廣田　慎吾 運搬・保管 貨物輸送 県外

広田ユニオン（株） 大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号 廣田　慎吾 その他委託 車両運行管理 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 その他委託 翻訳・通訳 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 その他委託 封緘・発送業務 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 その他委託 その他 コールセンター 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 情報処理 データ入力 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 情報処理 システム運用 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 人材派遣 その他 コールセンター 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 調査・計画 市場・経済調査 県外

ビーウィズ（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 森本　宏一 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 調査・計画 その他 公営住宅長寿命化計画策定・支援業務、公共施設等総合管理計画策定・支援業務、公共施設等総合管理計画改訂・改訂支援業。 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 その他委託 その他 コンサルティング、財務書類作成・支援業務、固定資産台帳整備業務請負・支援、公営企業法適用支援業務、公営企業会計運用支援業務、ＲＰＡ導入支援業務。 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 検査・分析 臨床検査 県内

（株）ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号　 近藤　雅人 その他委託 その他 職員研修講師派遣（オンライン研修）、Ｅラーニング等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 県外
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（株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 田中　功 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 駐輪場設備 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 機器保守 その他 駐輪場システム保守 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 その他委託 その他 駐輪場設備の保守管理 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 情報処理 データ入力 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 情報処理 その他 ヘルプデスク、操作指導、セミナー開催 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 機器保守 事務機器保守 県外

（株）ビジコム 東京都文京区関口一丁目２０番１０号 中馬　浩 機器保守 その他 ＰＯＳレジ、ＰＯＳ周辺機器、自動釣銭機、券売機保守 県外

（株）ビジネス・サポートセンター 東京都中央区日本橋本町四丁目１５番１号　タカコービル５階 本宮　弥 情報処理 データ入力 県外

（株）ビジネス・サポートセンター 東京都中央区日本橋本町四丁目１５番１号　タカコービル５階 本宮　弥 情報処理 計算処理 県外

（株）ビジネス・サポートセンター 東京都中央区日本橋本町四丁目１５番１号　タカコービル５階 本宮　弥 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 データ入力 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 計算処理 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 システム運用 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 機器保守 事務機器保守 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 機器保守 通信機器保守 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県外

（株）ビジネスネットコーポレーション 東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 三宅　登 広告・催事 催事の企画運営 県外

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 病院清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内
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ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 施設等運転管理他 漏水調査 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 運搬・保管 貨物輸送 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 医療・医事・給食 病院給食 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 人材派遣 労働者派遣事業 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 人材派遣 その他 医療通訳 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 機器保守 測定機器保守 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 その他委託 翻訳・通訳 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 その他委託 メーター検針 県内

ビソー工業（株） 埼玉県さいたま市西区大字西新井５０５番地１２１ 戸張　四郎 その他委託 料金徴収業務 県内

ビューローベリタスジャパン（株） 神奈川県横浜市中区山下町２２番地 外崎　達人 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

ビューローベリタスジャパン（株） 神奈川県横浜市中区山下町２２番地 外崎　達人 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

ビューローベリタスジャパン（株） 神奈川県横浜市中区山下町２２番地 外崎　達人 建物設備等保守・修繕 その他 建築基準法第１２条に基づく定期調査及び検査（建築物、建築設備） 県外

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内
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（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 その他委託 メーター検針 県内

（株）ビルコム 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１３番地５‐１０１号 鞍野　良一 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 警備・受付・施設運営 その他 プール監視 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ビルテック 東京都渋谷区広尾一丁目１０番５号 石橋　和夫 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 大気検査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 水質検査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 理化学検査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内
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（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 検査・分析 その他 トンネル打音検査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 地域計画 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 環境計画 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 調査・計画 その他 構造物劣化調査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 情報処理 データ入力 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 情報処理 システム運用 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 機器保守 測定機器保守 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 機器保守 その他 機器機能検査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 市場・経済調査 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 交通関係調査 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 地域計画 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 健康・福祉計画 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 環境計画 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 防災計画 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね 調査・計画 その他 ＰＰＰ／ＰＦＩ、都市ソリューション（上下水道、スマートシティ、コンセッション、都市計画等）、海外市場調査、インフラ輸出、環境関連調査 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね その他委託 不動産鑑定 県外

ＰｗＣアドバイザリー（同） 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 吉田　あかね その他委託 その他 財務分析、民営化、再生計画、経営コンサルティング、公会計アドバイザリー 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 その他委託 その他 会計監査・その他アドバイザリー業務 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 調査・計画 市場・経済調査 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 情報処理 データ入力 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 情報処理 インターネット関連業務 県外

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 井野　貴章 情報処理 その他 システム監査 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 その他 郵便料金計器、封入封緘機、開封機、紙折り機の保守 県外

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 施設等運転管理他 その他 不明水等調、誤接続調査、送煙調査、下水道維持管理全般 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 廃棄物処理 その他 側溝清掃、河川水路清掃 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ファストドクター（株） 東京都港区芝四丁目５番１０号ＥＤＧＥ芝四丁目ビル３階 菊池　亮 その他委託 その他 その他の業務委託等 県外
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ファストドクター（株） 東京都港区芝四丁目５番１０号ＥＤＧＥ芝四丁目ビル３階 菊池　亮 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

ファストドクター（株） 東京都港区芝四丁目５番１０号ＥＤＧＥ芝四丁目ビル３階 菊池　亮 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

ファストドクター（株） 東京都港区芝四丁目５番１０号ＥＤＧＥ芝四丁目ビル３階 菊池　亮 情報処理 データ入力 県外

ファストドクター（株） 東京都港区芝四丁目５番１０号ＥＤＧＥ芝四丁目ビル３階 菊池　亮 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 メンタルヘルスなどのカウンセリング、相談、調査・コンサルティング、ストレスチェック、研修・教育、復職支援 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 調査・計画 その他 メンタルヘルス関連の調査及びコンサルティング 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 医療・医事・給食 その他 メンタルヘルスなどのカウンセリング及び相談 県外

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）フォー 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 鹿谷　一成 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 その他 カード発行システム 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 その他 写真トリミング 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 機器保守 事務機器保守 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）フォーラムジャパン 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 松本　達也 広告・催事 選挙関連業務 県外

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 建物設備等保守・修繕 その他 ポンプ・プラントの保守維持管理 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物設備等保守・修繕 その他 生ゴミ処理機保守、ポンプ保守維持管理、モーター保守維持管理 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 施設等運転管理他 その他 施設の維持管理 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 データ入力 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 計算処理 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 コンピュータマッピング 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 情報処理 インターネット関連業務 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 調査・計画 その他 電気設備調査 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　朝尋 警備・受付・施設運営 施設警備 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　朝尋 警備・受付・施設運営 受付・案内 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　朝尋 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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　朝尋 警備・受付・施設運営 その他 プール看視、プール施設、温浴施設管理運営、屋外運動場管理運営 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　朝尋 その他委託 その他 水泳・各種運動教室、健康体操教室、介護予防教室、保健指導等 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　朝尋 人材派遣 スポーツインストラクター 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　朝尋 人材派遣 労働者派遣事業 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　朝尋 広告・催事 その他 美術館・博物館の展覧会運営 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　朝尋 建物管理・清掃 一般清掃 県内

福泉（株） 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 福泉　秀人 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

福泉（株） 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 福泉　秀人 情報処理 システム運用 県外

福泉（株） 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 福泉　秀人 情報処理 システムメンテナンス 県外

福泉（株） 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 福泉　秀人 情報処理 コンピュータマッピング 県外

福泉（株） 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 福泉　秀人 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 地域計画 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 環境計画 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 防災計画 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 調査・計画 その他 路面性状調査・舗装調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 検査・分析 大気検査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 検査・分析 水質検査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 検査・分析 土壌分析 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 検査・分析 騒音レベル 県内

福山通運（株） 広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 小丸　成洋 運搬・保管 事務所移転 県外

福山通運（株） 広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 小丸　成洋 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県外

福山通運（株） 広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 小丸　成洋 運搬・保管 貨物輸送 県外

福山通運（株） 広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 小丸　成洋 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

福山通運（株） 広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 小丸　成洋 運搬・保管 その他 メール便業務 県外

（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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 運搬・保管 貨物輸送 県内

（有）富士鑑定 成田市加良部六丁目６番地１（１０１号） 笹野　善基 その他委託 不動産鑑定 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）フジ給食 千葉市稲毛区六方町２１７番地２ 安藤　規雅 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）フジ給食 千葉市稲毛区六方町２１７番地２ 安藤　規雅 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）フジ給食 千葉市稲毛区六方町２１７番地２ 安藤　規雅 医療・医事・給食 給食配送業務 県内
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富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 大気検査 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 水質検査 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 土壌分析 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 騒音レベル 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 産業廃棄物分析 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 理化学検査 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 検査・分析 その他 作業環境測定、ごみ質分析、アスベスト分析、油分析 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

富士産業（株） 神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８ 金子　正史 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

フジ産業（株） 東京都港区虎ノ門三丁目２２番１号　虎ノ門桜ビル 久田　和紀 医療・医事・給食 病院給食 県外

フジ産業（株） 東京都港区虎ノ門三丁目２２番１号　虎ノ門桜ビル 久田　和紀 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

富士食品商事（株） 埼玉県ふじみ野市上福岡二丁目６番１０号 後藤　正之 医療・医事・給食 病院給食 県外

富士食品商事（株） 埼玉県ふじみ野市上福岡二丁目６番１０号 後藤　正之 医療・医事・給食 学校・寮給食 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 介護・保育 介護サービス 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 コールセンターサービス、ＢＰＯサービス 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 スキャニング、電子化 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 その他 コールセンター運営 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 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 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 調査・計画 市場・経済調査 県外

（有）藤田不動産鑑定事務所 松戸市日暮二丁目３番地の１５ 藤田　宗晴 その他委託 不動産鑑定 県内

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外
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フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 情報処理 データ入力 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 情報処理 システムメンテナンス 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 情報処理 コンピュータマッピング 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 施設等運転管理他 漏水調査 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 その他委託 メーター検針 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 その他委託 料金徴収業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 機器保守 事務機器保守 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 電算機・通信機器・パソコン等保守・ＩＴ研修・業務システムマニュアル作成・公会計作成業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 その他 水圧調査、流量調査 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 その他委託 その他 地図・管路データ連携プラットフォーム（ＧＩＳ関連業務） 県外

フジテック（株） 東京都港区白金１‐１７‐３ 内山　高一 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 事務機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 その他 印刷業の請負 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内
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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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 機械警備 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 警備・受付・施設運営 その他 駐輪場運営 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（株）富士保安警備 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 川畑　正夫 その他委託 料金徴収業務 県内

（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 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（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 調査・計画 市場・経済調査 県内

（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 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（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 調査・計画 交通関係調査 県内

（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 調査・計画 地域計画 県内

（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 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（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 調査・計画 環境計画 県内

（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 調査・計画 防災計画 県内

（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 調査・計画 その他 各種計画策定、各種調査 県内

（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 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（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 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（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 情報処理 データ入力 県内

（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 情報処理 計算処理 県内

（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 情報処理 システム運用 県内

（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 情報処理 システムメンテナンス 県内

（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 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

扶桑速記印刷（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地４ 鎌形　忍 その他委託 速記・議事録作成 県外

扶桑電機工業（株） 東京都品川区南品川六丁目３番１０号 佐野　健二郎 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア保守点検 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）
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扶桑電機工業（株） 東京都品川区南品川六丁目３番１０号 佐野　健二郎 その他委託 その他 自動ドア修繕 県外

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 調査・計画 地域計画 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 調査・計画 環境計画 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 調査・計画 防災計画 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 情報処理 計算処理 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 情報処理 システム運用 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 情報処理 インターネット関連業務 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物管理・清掃 一般清掃 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物管理・清掃 その他 排水管清掃 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 その他委託 その他 空調設備点検他 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 地域計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 環境計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 調査・計画 防災計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 検査・分析 大気検査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 検査・分析 水質検査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 検査・分析 土壌分析 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 検査・分析 騒音レベル 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 市場・経済調査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 交通関係調査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 地域計画 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 環境計画 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 調査・計画 防災計画 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 廃棄物処理 その他 廃棄物処理基本計画策定 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 検査・分析 大気検査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 検査・分析 水質検査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 検査・分析 土壌分析 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 検査・分析 騒音レベル 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 施設等運転管理他 漏水調査 県内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内
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富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 施設等運転管理他 漏水調査 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 その他委託 メーター検針 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 その他委託 その他 メーター交換 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 検査・分析 水質検査 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 データ入力 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 計算処理 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 システム運用 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 システムメンテナンス 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 コンピュータマッピング 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 情報処理 インターネット関連業務 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 一般清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 市内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 調査・計画 環境アセスメント調査 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 一般清掃 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内
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富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 人材派遣 労働者派遣事業 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 市内

富津総合サービス（株） 富津市新富２番地９ 鶴岡　智利 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 調査・計画 交通関係調査 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 調査・計画 その他 地籍調査・土地調査 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀一丁目２４番地３ 佐久間　政彦 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀一丁目２４番地３ 佐久間　政彦 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀一丁目２４番地３ 佐久間　政彦 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 機器保守 事務機器保守 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 機器保守 通信機器保守 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）船橋総行 船橋市高瀬町６２番２ 二宮　正 クリーニング その他 オフィス家具クリーニング 県内

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 機器保守 その他 救助機器、発電機、消防ポンプの点検 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 クリーニング その他 代理店による毛布等のクリーニング及びパック 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 建物管理・清掃 その他 防災倉庫点検 県外

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 秋山　政信 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）フューチャーリンクネットワーク 船橋市西船四丁目１９番３号 石井　丈晴 その他委託 その他 ふるさと納税業務等 県内

（株）フューレ 千葉市中央区蘇我３丁目４５番１８号 岸根　一真 広告・催事 会場設営 県内

（株）フューレ 千葉市中央区蘇我３丁目４５番１８号 岸根　一真 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）フューレ 千葉市中央区蘇我３丁目４５番１８号 岸根　一真 広告・催事 看板等の設置 県内

（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 その他委託 その他 経営・財務マネジメント全般（地方公会計の整備、公共施設等総合管理計画の見直し、地方公営企業法の適用及び地方公営企業会計移行支援、経営戦略策定及び改定支援、経理事務受託、予算調製及び決算調製の支援業務、その他会計業務支援、財務分析、経営分析　等） 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 調査・計画 その他 公共施設等総合管理計画、個別施設計画、経営戦略、ストックマネジメント計画 県外

（株）フルキャスト 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 坂巻　一樹 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）フルキャスト 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 坂巻　一樹 情報処理 データ入力 県外

（株）フルキャスト 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 坂巻　一樹 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）フルキャスト 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 坂巻　一樹 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）フルキャストアドバンス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 山口　和宏 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）フルキャストアドバンス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 山口　和宏 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）フルキャストアドバンス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 山口　和宏 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）フルキャストアドバンス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 山口　和宏 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）フルキャストアドバンス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 山口　和宏 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）フルキャストシニアワークス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 小田　延宏 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）フルキャストシニアワークス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 小田　延宏 情報処理 データ入力 県外

（株）フルキャストシニアワークス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 小田　延宏 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）フルキャストシニアワークス 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 小田　延宏 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）フルキャストポーター 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 小田　延宏 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 情報処理 データ入力 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 市場・経済調査 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 交通関係調査 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 地域計画 県内
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（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 環境計画 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 防災計画 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 調査・計画 信用調査業務 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 広告・催事 選挙関連業務 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（一社）ふるさと研究所 船橋市藤原三丁目２９番８号 川村　正也 その他委託 翻訳・通訳 県内

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 建物設備等保守・修繕 その他 自動ドア保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号 近藤　健 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 シティドレッシング・路面標示物・車体利用広告物等のデザイン・作成・施工および剥離 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ＧＩＳデータ作成、ＷＥＢコンテンツ制作、アプリ運用、電子ブック制作 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 看板・路面標示物等の設置状況調査、空家実態調査 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 その他委託 翻訳・通訳 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 システム監査、セキュリティ対策・研修 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）文化財ユニオン 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 千葉　博之 その他委託 埋蔵文化財業務 県外

（株）文化財ユニオン 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 千葉　博之 その他委託 その他 文化財の保存・公開に係る業務（保存処理、修復、複製品・模型・ジオラマ等の製作） 県外

（株）文化財ユニオン 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 千葉　博之 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）文化財ユニオン 東京都文京区湯島二丁目１４番２号 千葉　博之 広告・催事 その他 博物館、資料館等文化施設の展示品（レプリカ・模型・ジオラマ・展示台等の製作） 県外

文化シヤッターサービス（株） 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 中島　省吾 建物設備等保守・修繕 その他 各種シャッター類の保守点検業務 県外

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 建物設備等保守・修繕 その他 プールろ過設備保守点検 県内

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 建物管理・清掃 その他 プール槽保守点検 県内

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 人材派遣 その他 コールセンター、あるいは事務センター業務 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 その他委託 その他 オフィスオートメーション用品、オフィスオートメーション機器、パソコン（付属品含む）の販売、賃貸 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 世論・住民意識調査 県外
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（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 地域計画 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 環境計画 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 防災計画 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 情報処理 データ入力 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 情報処理 計算処理 県外

（株）プラスアルファ 東京都渋谷区神泉町８番１６号 小原　孝徳 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）プラス・シー 木更津市請西二丁目２４番４号 福原　正史 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 介護・保育 その他 障害児療育 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 その他 情報システムの調査・計画 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 検査・分析 その他 情報システムの検査・分析 県内

（株）プリティポーターズ 市川市二俣新町２２番８号 志方　昭友 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）プリティポーターズ 市川市二俣新町２２番８号 志方　昭友 運搬・保管 貨物輸送 県内

（株）プリティポーターズ 市川市二俣新町２２番８号 志方　昭友 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）プリティポーターズ 市川市二俣新町２２番８号 志方　昭友 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）プロスパー 千葉市若葉区殿台町２５６番地４ 内貴　祐子 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）プロスパー 千葉市若葉区殿台町２５６番地４ 内貴　祐子 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）プロスパー 千葉市若葉区殿台町２５６番地４ 内貴　祐子 建物管理・清掃 その他 ネズミ駆除　白蟻駆除　　ハチ駆除　　バードコントロール 県内

（有）プロスパー 千葉市若葉区殿台町２５６番地４ 内貴　祐子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）プロスパー 千葉市若葉区殿台町２５６番地４ 内貴　祐子 緑地管理・道路清掃 その他 樹木害虫駆除 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 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（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 調査・計画 環境計画 県外
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（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 調査・計画 その他 野生動物各種調査、植物各調査 県外

（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 その他委託 その他 各種動物捕獲等業務 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 データ入力 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 計算処理 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 システム運用 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 会場設営 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）プロフェース・システムズ 東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階 田　一輝 広告・催事 看板等の設置 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ＨＥＮＮＧＥ（株） 東京都渋谷区南平台町１６番２８号 小椋　一宏 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

ＨＥＮＮＧＥ（株） 東京都渋谷区南平台町１６番２８号 小椋　一宏 情報処理 その他 クラウド型学校情報配信サービス／クラウド型メール配信システム／クラウド型セキュリティの提供 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 その他委託 封緘・発送業務 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 検査・分析 その他 衣類・かばん等の目視検品検査、検針機を使用した針等の異物検出検査、Ｘ線検査装置を使用した異物検出検査 県外

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 病院清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内
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ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 広告・催事 会場設営 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 広告・催事 看板等の設置 県内

ベストビルサービス（株） 松戸市三ケ月１５１２番地 柴野　太郎 その他委託 料金徴収業務 県内

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 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

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 調査・計画 市場・経済調査 県外

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 調査・計画 地域計画 県外

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 調査・計画 健康・福祉計画 県外

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 調査・計画 防災計画 県外

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 調査・計画 信用調査業務 県外

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 調査・計画 その他 都市開発・地域開発，都市計画，経営実態 県外

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 広告・催事 催事の企画運営 県外

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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

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 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

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 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

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 情報処理 データ入力 県外

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 情報処理 システムメンテナンス 県外

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 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 映画・写真制作 その他 配信業務 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）ＶＥＣＫＳ 東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階 田島　剛 広告・催事 選挙関連業務 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 その他委託 その他 特定保健指導、糖尿病重症化予防、高齢者訪問指導、ストレスチェック、健康ポイント、健診予約代行 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 医療・医事・給食 特定保健指導 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 医療・医事・給食 その他 糖尿病重症化予防、高齢者訪問指導、ストレスチェック、健康ポイント、健診予約代行 県外

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内
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（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ベルックス 北海道札幌市中央区北五条西十二丁目２番地 梶野　弘毅 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

弁護士法人ライズ綜合法律事務所 東京都中央区日本橋３‐９‐１　日本橋三丁目スクエア１２階 田中　泰雄 その他委託 料金徴収業務 県外

弁護士法人ライズ綜合法律事務所 東京都中央区日本橋３‐９‐１　日本橋三丁目スクエア１２階 田中　泰雄 その他委託 その他 債権回収業務委託、未収金回収業務委託 県外

ＰａｙＰａｙ（株） 東京都千代田区紀尾井町１番３号 中山　一郎 情報処理 その他 決済システム 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 データ入力 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 計算処理 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 システムメンテナンス 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 コンピュータマッピング 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 インターネット関連業務 県外

Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 井上　友綱 情報処理 その他 体力測定集計業務 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 一般清掃 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 その他委託 司書・図書整理 県外

ホーメックス（株） 愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 餅原　幹也 その他委託 その他 放課後児童クラブ運営業務 県外

保安警備保障（株） 印旛郡酒々井町中央台一丁目６番３ 堀越　市郎 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）ホイストクレーン 新潟県三条市西本成寺二丁目７番８号 渡部　宏 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県外

（株）ホイストクレーン 新潟県三条市西本成寺二丁目７番８号 渡部　宏 建物設備等保守・修繕 その他 簡易リフト、油圧リフト、小荷物専用昇降機等保守点検 県外

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内
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（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 一般清掃 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 市内

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック 県外

（株）法研 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 東島　俊一 その他委託 その他 電話健康相談　メンタルヘルスカウンセリング　メンタルセミナー　特定保健指導　ストレスチェック 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 ポスティング、インターネット広告、キャンペーン業務、ＰＲ業務等 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 映画・写真制作 その他 ドローン撮影 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 教材・図鑑制作、絵本制作等 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 ｙｏｕｔｕｂｅ配信業務 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 機械警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 警備・受付・施設運営 その他 貴重品運搬警備　イベント警備　交通誘導警備 県内
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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 建物管理・清掃 一般清掃 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 運搬・保管 美術・貴重品輸送 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 料金徴収業務 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 建物設備等保守・修繕 その他 防火設備点検、特殊建築物調査 県内

（株）保健科学研究所 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１０６番地 久川　聡 検査・分析 水質検査 県外

（株）保健科学研究所 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１０６番地 久川　聡 検査・分析 臨床検査 県外

（株）ほけんショップアイ 埼玉県羽生市西２丁目１４番２２号 福田　喜彦 その他委託 その他 保険業務 県外

（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・医事・給食 その他 医療ガス配管設備保守点検業務　　　在宅酸素賃貸借業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 医療ガス配管設備保守点検 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 介護・保育 介護サービス 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 建物管理・清掃 その他 医療ガス配管設備保守点検業務 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 その他委託 その他 作業環境測定業務 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 機器保守 その他 冷蔵・冷凍機器等及び空調機器等保守業務 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 その他委託 その他 厨房機器、冷蔵・冷凍機器、空調機器修繕及びフロン類回収、点検業務 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 運搬・保管 その他 厨房機器等運搬・保管 県内

ホシザキ関東（株） 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 今野　浩治 施設等運転管理他 その他 フロン類点検・回収業務 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 建物等赤外線による保守点検他 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 調査・計画 その他 建物等赤外線による保守点検他 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 その他委託 その他 建物等赤外線による保守点検他 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 調査・計画 防災計画 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 準市内
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（株）堀江商店 千葉市中央区神明町３２番地１ 堀江　秀之介 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 施設等運転管理他 ガス管点検調査 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 広告・催事 看板等の設置 準市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物管理・清掃 浄化槽清掃 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 建設設備定期点検　特定建築物定期点検　地下タンク保守点検　防火対象物点検　防災管理点検 県内
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（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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 埋蔵文化財業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１　ＡＣＲＯＳＳ８階 安井　康真 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県外

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１　ＡＣＲＯＳＳ８階 安井　康真 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１　ＡＣＲＯＳＳ８階 安井　康真 その他委託 その他 ＡＬＴ（外国語指導助手）業務委託、研修 県外

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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 その他 建築設備定期点検　特定建築物定期点検　地下タンク保守点検　防火対象物点検　防災管理点検 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 建物管理・清掃 一般清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 建物管理・清掃 病院清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 施設等運転管理他 施設の運転・管理 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内
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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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ボスダ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地幕張ビル３０３ 細野　忠敏 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ボスダ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地幕張ビル３０３ 細野　忠敏 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ボスダ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地幕張ビル３０３ 細野　忠敏 その他委託 メーター検針 県内

（株）ボスダ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地幕張ビル３０３ 細野　忠敏 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 会場設営 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 音響・照明操作 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 広告・催事 看板等の設置 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）ポニーキャニオン 東京都港区六本木一丁目５番１７号 吉村　隆 映画・写真制作 一般写真撮影 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 その他 外国人相談窓口業務 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 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 地域計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 環境計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 調査・計画 防災計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 その他委託 その他 外来種防除 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 緑地管理・道路清掃 その他 外来種防除 県外
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（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 検査・分析 大気検査 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 検査・分析 土壌分析 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 検査・分析 騒音レベル 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 調査・計画 地域計画 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 情報処理 データ入力 県外

（株）マーケティングリサーチサービス 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル 岩川　恵理子 情報処理 インターネット関連業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 会議議場システム、教育用ＡＶシステム、音響設備、インターホン設備、テレビ共聴設備、電気時計設備、ナースコール設備、防犯カメラ設備、蓄電池設備の保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 その他 会議議場システム、教育用ＡＶシステム、音響設備、インターホン設備、テレビ共聴設備、電気時計設備、ナースコール設備、防犯カメラ設備、蓄電池設備の保守 市内

マイタウンサービス（株） 福岡県福岡市南区玉川町９番１２号 鹿野　範昭 その他委託 メーター検針 県外

マイタウンサービス（株） 福岡県福岡市南区玉川町９番１２号 鹿野　範昭 その他委託 料金徴収業務 県外

（株）マイナビＢＸ 東京都千代田区神田小川町二丁目４番５号杉商ビル８階 吉川　太 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）マイナビＢＸ 東京都千代田区神田小川町二丁目４番５号杉商ビル８階 吉川　太 その他委託 その他 コールセンター業務 県外

（株）マイナビＢＸ 東京都千代田区神田小川町二丁目４番５号杉商ビル８階 吉川　太 情報処理 データ入力 県外

（株）マイナビＢＸ 東京都千代田区神田小川町二丁目４番５号杉商ビル８階 吉川　太 検査・分析 その他 世論調査 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 計画策定 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 その他 事務局等 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 人材派遣 その他 講師派遣 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 調査・計画 地域計画 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 調査・計画 防災計画 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 調査・計画 その他 ＬＥＤ関連調査 県外

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント 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 広告・催事 その他 事務局 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県外

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 調査・計画 交通関係調査 市内
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前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 調査・計画 防災計画 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 その他委託 土地家屋調査 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 情報処理 システム運用 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 情報処理 システムメンテナンス 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 情報処理 コンピュータマッピング 市内

（株）勾玉工房 富里市御料１００９番地２８ 大賀　健 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）勾玉工房 富里市御料１００９番地２８ 大賀　健 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）勾玉工房 富里市御料１００９番地２８ 大賀　健 広告・催事 催事の企画運営 県内

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 機器保守 通信機器保守 県外

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物管理・清掃 その他 公園便所清掃、窓ガラス清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（有）マサシ 松戸市松戸１１３番地の１ 佐藤　典明 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内
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増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 緑地管理・道路清掃 その他 竹伐採、樹木伐採 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 機器保守 遊具 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 機器保守 その他 公園遊具保守修理 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 建物管理・清掃 一般清掃 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 その他委託 その他 竹伐採、樹木伐採 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 広告・催事 選挙関連業務 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 広告・催事 看板等の設置 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 広告・催事 その他 選挙ポスター掲示場製作・設置・管理・撤収 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 交通管制システム保守 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 封緘・発送業務 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 その他委託 その他 安全施設維持修繕、駐車禁止ペイント設置、道路反射鏡設置、区画線設置・消去、避難場所標示板設置、文化財説明看板設置、保全樹林看板設置 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 調査・計画 その他 標識、照明灯調査 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 広告・催事 看板等の設置 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 緑地管理・道路清掃 その他 竹伐採、樹木伐採 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 機器保守 遊具 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 機器保守 その他 公園遊具等保守修理 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 医療・医事・給食 病院給食 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 医療・医事・給食 学校・寮給食 市内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 地域計画 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 環境計画 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 防災計画 県内
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（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 調査・計画 その他 空き家調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 映画・写真制作 その他 ドローン撮影 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 検査・分析 その他 土壌汚染調査、地下水調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 情報処理 データ入力 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 情報処理 計算処理 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）マックス 茂原市小林１９７６番地２ 麻生　正視 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 人材派遣 パソコンインストラクター 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 人材派遣 スポーツインストラクター 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 その他委託 その他 コールセンター運営 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 情報処理 データ入力 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 情報処理 計算処理 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 警備・受付・施設運営 その他 電話受付（コールセンター） 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 一般写真撮影 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 航空写真撮影 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 光ディスク入力 県外

（株）マックスサポート 東京都新宿区西新宿七丁目１番１０号 柳沢　知秀 映画・写真制作 その他 ＷＥＢ動画作成配信 県外

（有）松一商事 船橋市宮本９丁目１番２５‐１１１０号 新井　雄一 その他委託 その他 粒状活性炭の再生業務および粒状活性炭の引抜張込業務 県内

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 地域計画 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 防災計画 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 調査・計画 その他 各種計画策定 県外

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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外
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松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 警備・受付・施設運営 その他 交通誘導警備　雑踏警備　貴重品運搬警備 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

松戸防災警備（株） 松戸市松戸１８９７番地 大島　元一 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 その他委託 その他 交通安全施設等の修繕、区画線設置・消去及び道路補修・修繕 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 広告・催事 選挙関連業務 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 広告・催事 看板等の設置 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 緑地管理・道路清掃 その他 道路維持修繕作業 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 調査・計画 交通関係調査 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 調査・計画 その他 交通安全施設等に関する調査 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 その他委託 その他 布団洗濯業務委託 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県外

（株）馬渕商事 東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル 馬渕　祥正 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）馬渕商事 東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル 馬渕　祥正 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）馬渕商事 東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル 馬渕　祥正 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）馬渕商事 東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル 馬渕　祥正 その他委託 その他 保養所等総合管理運営業務 県外

（株）馬渕商事 東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル 馬渕　祥正 人材派遣 労働者派遣事業 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 その他委託 その他 特殊車両（高所作業車・建柱車（クレーン付））オペレータ 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 調査・計画 防災計画 県内

マリン産業（株） 市原市椎津８９５番地１ 永井　修 緑地管理・道路清掃 その他 配水池の清掃（ロボット・潜水士による） 県内

マリン産業（株） 市原市椎津８９５番地１ 永井　修 その他委託 その他 上水場の浚渫保守 県内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 クリーニング 衣類 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 クリーニング 布団・寝具 県内

（株）マルイチ 市原市五井８９１４番地 柴橋　敦也 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県内

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 運搬・保管 事務所移転 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 運搬・保管 貨物輸送 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 運搬・保管 海上輸送 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 運搬・保管 保管・倉庫業 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）丸運 東京都中央区日本橋小網町７番２号 桑原　豊 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 廃棄物処理 その他 使用済小型電子機器等の収集・運搬・処分 県内

丸源起業（株） 山武郡横芝光町曽根合７７番地 冨　一美 その他委託 その他 使用済小型電子機器等の再資源化（回収・リサイクル） 県内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 機械警備 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 受付・案内 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 警備・受付・施設運営 駐車場運営 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）マルコン警備保障 木更津市万石３５６番地３ 川村　優子 人材派遣 労働者派遣事業 市内

（株）丸鈴 千葉市中央区弁天四丁目１１番３号 鈴木　章浩 医療・医事・給食 病院給食 県内

（株）丸鈴 千葉市中央区弁天四丁目１１番３号 鈴木　章浩 医療・医事・給食 学校・寮給食 県内

（株）丸鈴 千葉市中央区弁天四丁目１１番３号 鈴木　章浩 医療・医事・給食 給食配送業務 県内

（株）丸鈴 千葉市中央区弁天四丁目１１番３号 鈴木　章浩 医療・医事・給食 その他 寄宿舎給食、職員食堂給食、その他給食全般 県内

（株）丸鈴 千葉市中央区弁天四丁目１１番３号 鈴木　章浩 その他委託 その他 給食業務全般 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 施設等運転管理他 漏水調査 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 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 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 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 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 施設等運転管理他 ガス管点検調査 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 その他委託 車両運行管理 準市内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 その他委託 不動産鑑定 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 その他委託 その他 各種台帳整備、台帳照合業務、財産台帳、文化財資料和紙公図修復、住居表示整備業務、住居表示維持管理整備業務、空き家調査等 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 その他 画像データ化、電子化等 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 県内
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（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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 住居表示関連調査業務、空き家調査等 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 映画・写真制作 その他 画像データ化、電子化等 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 データ入力 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 計算処理 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 システム運用 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 機器保守 通信機器保守 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 その他委託 その他 防災情報システム 県内

丸両自動車運送（株） 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号 青木　千加士 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

丸両自動車運送（株） 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号 青木　千加士 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

三池製錬（株） 福岡県大牟田市新開町２番地１ 徳一　博之 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

三池製錬（株） 福岡県大牟田市新開町２番地１ 徳一　博之 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

三池製錬（株） 福岡県大牟田市新開町２番地１ 徳一　博之 廃棄物処理 その他 低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（中間処理・処分） 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 施設等運転管理他 その他 廃棄物処理施設の運転管理・保守点検 県外

（株）ミクニテック 茨城県古河市高野９０５番地の１ 橋口　亮 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）ミクニテック 茨城県古河市高野９０５番地の１ 橋口　亮 運搬・保管 貨物輸送 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外
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（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 建物管理・清掃 浄化槽点検 県外

（株）三郷興業 埼玉県三郷市半田４８４番地１ 中村　義旭 運搬・保管 貨物輸送 県外

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 施設等運転管理他 漏水調査 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 機器保守 その他 ミシン等保守点検 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 その他委託 その他 ミシン修理 県内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 緑地管理・道路清掃 その他 伐木、伐竹、伐採 市内

（株）ミズコム 宮城県仙台市泉区高森七丁目１７番地の１１ 大野　雅樹 施設等運転管理他 漏水調査 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 データ入力 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 計算処理 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 システム運用 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 システムメンテナンス 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 情報処理 その他 システムコンサルティング 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 市場・経済調査 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 交通関係調査 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 地域計画 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 健康・福祉計画 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 環境計画 県外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 吉原　昌利 調査・計画 防災計画 県外

（株）みぞぐち商会 市川市八幡三丁目２７番２０号 溝口　文穂 その他委託 保険業務 県内

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 情報処理 データ入力 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 翻訳・通訳 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 速記・議事録作成 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 司書・図書整理 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 料金徴収業務 県外
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ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 封緘・発送業務 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 その他委託 その他 コールセンター、クリッピング 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

ミックスピース（株） 東京都台東区小島二丁目２０‐７扶桑御徒町ビル５階 鈴木　美来 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 検査・分析 大気検査 県内

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 検査・分析 水質検査 県内

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 検査・分析 土壌分析 県内

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉三丁目１番１号 中澤　敬 その他委託 その他 「アスベスト調査分析」　「蛍光灯安定器等ＰＣＢ調査」 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 検査・分析 大気検査 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 検査・分析 土壌分析 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 検査・分析 騒音レベル 県内

三井住友海上火災保険（株） 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 舩曵　真一郎 その他委託 保険業務 県内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

みつば造園（有） 木更津市高柳三丁目１１番３４号 鎌ヶ迫　洋樹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

みつば造園（有） 木更津市高柳三丁目１１番３４号 鎌ヶ迫　洋樹 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

みつば造園（有） 木更津市高柳三丁目１１番３４号 鎌ヶ迫　洋樹 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

みつば造園（有） 木更津市高柳三丁目１１番３４号 鎌ヶ迫　洋樹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

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 機器保守 その他 地下水膜ろ過システム保守 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内
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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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システムメンテナンス 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 検査・分析 産業廃棄物分析 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 消防用指令装置保守点検、気象観測装置保守点検、ドローン保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 建物設備等保守・修繕 その他 防災行政無線設備保守点検、防犯カメラ等 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 調査・計画 その他 通信機器に係る電波伝搬調査、音達調査 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 システム運用及び保守点検 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 検査・分析 その他 通信機器に係る電波伝搬検査、音達分析 県内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 機器保守 遊具 県内

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 その他委託 その他 地方公会計、地方公営企業会計、公共施設マネジメント支援、行政評価支援、固定資産台帳整備、財政計画策定支援、総合計画策定支援、都市計画策定支援、職員向け研修 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 調査・計画 地域計画 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 調査・計画 その他 財務調査、企業調査、民間活力導入可能性調査、官民連携導入可能性調査、観光関係調査 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 情報処理 データ入力 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 情報処理 計算処理 県外

（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 情報処理 システム運用 県外
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（株）港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 井上　大輔 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）三原不動産鑑定システム 船橋市前貝塚町３６６番地５９ 三原　良作 その他委託 不動産鑑定 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 ＬＡＮ機器設置に伴う作業等 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 情報処理 データ入力 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 市場・経済調査 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 交通関係調査 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 地域計画 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 環境計画 県内

（有）みらいクリエイト 松戸市二ツ木３６６番地の５ 丸山　茂生 調査・計画 防災計画 県内

ＭｅＲＩＳＥ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番２号　ＭＴエステートビル５階 呉　宗樹 人材派遣 労働者派遣事業 県外

ＭｅＲＩＳＥ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番２号　ＭＴエステートビル５階 呉　宗樹 人材派遣 その他 英会話教育サービス 県外

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 データ入力 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 計算処理 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 システム運用 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 機器保守 事務機器保守 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 機器保守 通信機器保守 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 機器保守 測定機器保守 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 機器保守 交通管制システム保守 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 機器保守 遊具 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内
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入札参加資格者名簿（委託）

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）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 調査・計画 地域計画 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 調査・計画 その他 図書館等の社会教育施設に関する計画業務 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 その他委託 司書・図書整理 県外

（株）未来の図書館研究所 東京都文京区本郷四丁目９番２５号真成館ビル２階 永田　治樹 情報処理 データ入力 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 データ入力 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 計算処理 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 システム運用 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 コンピュータマッピング 県外

（株）ミラボ 東京都千代田区神田駿河台四丁目１番２号ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ 谷川　一也 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 その他委託 その他 蜂の巣の駆除 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 広告・催事 選挙関連業務 市内

（株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 羽鳥　雅孝 広告・催事 選挙関連業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 機器保守 その他 マイクロフイルム機材保守、ドキュメントスキャナ保守、拡大プリンター保守 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 その他委託 車両運行管理 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（委託）
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ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 運搬・保管 その他 公用車の運搬操作 県内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 貯水槽点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 検査・分析 大気検査 県外

（株）むさしビルクリーナー 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目３番９号 坪井　宣子 検査・分析 水質検査 県外

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内
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（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物管理・清掃 その他 公園便所清掃、窓ガラス清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内
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（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）メイショウグループ 市川市八幡六丁目７番１４号 佐藤　典明 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 調査・計画 交通関係調査 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 調査・計画 環境計画 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 調査・計画 防災計画 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 調査・計画 その他 土壌地下水汚染調査・機構解析 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 その他委託 その他 土壌地下水汚染調査・機構解析 県内

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 県外

明成物流（株） 埼玉県深谷市長在家１９８番地 永田　耕太郎 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 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 その他委託 その他 自動車リース 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 機器保守 通信機器保守 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 交通関係調査 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 地域計画 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 健康・福祉計画 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 環境計画 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 防災計画 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 信用調査業務 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 調査・計画 その他 文化・教育・まちづくり計画など各種行政計画、ＷＥＢ調査 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 医療・医事・給食 集団検診 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 医療・医事・給食 その他 二次予防事業、未受診者対策事業、コールセンターなど 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 データ入力 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 計算処理 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 システム運用 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 システムメンテナンス 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 広告・催事 催事の企画運営 県外
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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）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 小池　武史 その他委託 その他 統計調査、社会調査、集計・分析 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 機器保守 測定機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 室内環境測定 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 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 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 建物管理・清掃 室内害虫駆除 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽点検 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）メディアニジュウイチ 大阪府大阪市北区梅田一丁目２‐２‐１０００号大阪駅前第２ビル１０１８ 増田　豊 その他委託 その他 講演会や研修会などの講師紹介業務・イベント企画運営 県外

（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内
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（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 警備・受付・施設運営 その他 新型コロナウイルス療養ホテルの運営管理 県内

（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 その他委託 その他 新型コロナウイルス関連 県内

（株）メディカル・コンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　ＪＲ恵比寿ビル１１階 磯野　晴崇 施設等運転管理他 その他 新型コロナウイルス療養ホテル等の施設管理 県内

（株）メディカルラボ 神奈川県相模原市中央区南橋本二丁目１３番１８号 今岡　江美 検査・分析 臨床検査 県外

（株）メディカルラボ 神奈川県相模原市中央区南橋本二丁目１３番１８号 今岡　江美 検査・分析 その他 食材　血液 県外

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 人材派遣 その他 医療、福祉、介護等の派遣事業 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 医療・医事・給食 集団検診 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 医療・医事・給食 特定保健指導 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 医療・医事・給食 その他 医師、看護師、放射線技師、臨床検査技師など医療に携わる資格者全般業務 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 介護・保育 介護サービス 県内

（株）メディカルワールド 東京都港区東新橋二丁目９番５号 堀　伸成 介護・保育 その他 介護に携わる人材業　 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 その他 研修 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 医療・医事・給食 集団検診 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 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック、健康診断結果のクラウド管理 県外

（株）メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 長江　孝之 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 長江　孝之 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 長江　孝之 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 長江　孝之 その他委託 その他 集団給食調理業務委託 県外

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 建物設備等保守・修繕 その他 道路標識等の保守点検及び清掃等、道路維持修繕、交通安全対策 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 調査・計画 その他 道路標識等の保守点検及び清掃等、道路維持修繕、交通安全対策 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 広告・催事 その他 道路標識等の保守点検及び清掃等、道路維持修繕、交通安全対策 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 その他委託 その他 道路標識等の保守点検及び清掃等、道路維持修繕、交通安全対策 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 その他委託 その他 水道用バルブ保守点検 県外

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 市内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）ヤカ 松戸市田中新田５番地の５ 妻鹿　吉晃 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 建物管理・清掃 その他 飲料水の水質検査 準市内

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 準市内

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 準市内

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 検査・分析 水質検査 準市内

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 機器保守 測定機器保守 準市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内
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（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 緑地管理・道路清掃 その他 道路維持修繕 市内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 データ入力 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 計算処理 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 システム運用 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 情報処理 その他 各種ＧＩＳ管理システム（道路、都市計画、住居表示、占用、屋外広告物、空き家、等） 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 調査・計画 地域計画 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 調査・計画 防災計画 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 調査・計画 その他 道路占用、屋外広告物、住居表示、空き家、各種調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 市場・経済調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 交通関係調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 地域計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 健康・福祉計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 環境計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 調査・計画 防災計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 大気検査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 水質検査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 土壌分析 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 騒音レベル 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 情報処理 データ入力 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 情報処理 インターネット関連業務 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 その他委託 その他 土壌汚染状況調査等 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 その他委託 その他 新聞折込の取り扱い 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 広告・催事 広報誌製作 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 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 建物管理・清掃 一般清掃 市内
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（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 建物管理・清掃 病院清掃 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 警備・受付・施設運営 施設警備 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 警備・受付・施設運営 運動施設運営 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 警備・受付・施設運営 一般施設運営 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 一般清掃 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 室内環境測定 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 室内害虫駆除 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 貯水槽清掃 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 貯水槽点検 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物管理・清掃 建物施設管理業務 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 広告・催事 選挙関連業務 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 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 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 建物管理・清掃 貯水槽清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県外

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ヤマカン 千葉市花見川区三角町２９番地２ 山田　徹 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 調査・計画 地域計画 県外
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（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 その他委託 その他 建設コンサルタント業務、ＣＭ業務、ＰＭ業務、建築発注者支援業務 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 調査・計画 その他 施設調査 県外

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

（株）山治紙業 愛知県豊川市伊奈町並松１６７番地 塚本　勝 その他委託 その他 資源物買取（アルミスクラップ、鉄スクラップ、プラスチックスクラップ、古紙、古布、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、段ボール、新聞、雑誌、牛乳パック等） 県内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 樹木管理 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 道路清掃 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 公園清掃 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 市内

（株）ヤマト商会 浦安市千鳥１５番地２５ 松本　将幸 その他委託 その他 寝具等洗濯業務委託 県内

（株）大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 津田　健司 その他委託 速記・議事録作成 県外

（株）大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 津田　健司 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 津田　健司 情報処理 データ入力 県外

（株）大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 津田　健司 情報処理 システム運用 県外

（株）大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 津田　健司 情報処理 インターネット関連業務 県外

ヤマトダイアログ＆メディア（株） 東京都中央区日本橋本町４丁目３番６号 大下　義美 広告・催事 広報誌製作 県外

ヤマトダイアログ＆メディア（株） 東京都中央区日本橋本町４丁目３番６号 大下　義美 広告・催事 催事の企画運営 県外

ヤマトダイアログ＆メディア（株） 東京都中央区日本橋本町４丁目３番６号 大下　義美 広告・催事 選挙関連業務 県外

ヤマトダイアログ＆メディア（株） 東京都中央区日本橋本町４丁目３番６号 大下　義美 広告・催事 その他 ダイレクトメール、ポスティング、その他配達業務、Ｗｅｂ広告、新聞折込 県外

ヤマトダイアログ＆メディア（株） 東京都中央区日本橋本町４丁目３番６号 大下　義美 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ヤマフジ 袖ケ浦市蔵波台２丁目８番１６号 荒木　新五 運搬・保管 事務所移転 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 運搬・保管 保管・倉庫業 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 その他委託 その他 レイアウト作成業務 市内

山本鑑定 君津市北子安４丁目２９番１０号 山本　洋一 その他委託 不動産鑑定 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県外

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 建物設備等保守・修繕 その他 発電設備保守点検 県外

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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 まちづくり事業における発注者支援業務 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 その他 土壌汚染 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 看板等の設置 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 広告・催事 その他 宅地及び事業用地販売促進ＰＲ 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 地図情報システム 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 保険業務 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 その他委託 その他 まちづくり事業における発注者支援業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 医療・医事・給食 その他 健康管理支援事業 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 その他委託 翻訳・通訳 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 その他委託 その他 災害時工程管理システム 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 情報処理 データ入力 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 情報処理 計算処理 県外
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（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 情報処理 システム運用 県外

（株）ユータイズ 東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号 末吉　広忠 情報処理 インターネット関連業務 県外

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 大気検査 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 水質検査 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 土壌分析 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 騒音レベル 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 産業廃棄物分析 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 検査・分析 理化学検査 市内

（株）ユーベック 木更津市久津間６１３番地 飯塚　嘉久 調査・計画 交通関係調査 市内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 大気検査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 水質検査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 土壌分析 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 騒音レベル 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 理化学検査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 検査・分析 その他 ダイオキシン類検査　ＰＣＢ分析　作業環境測定　等 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 調査・計画 交通関係調査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 調査・計画 地域計画 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 調査・計画 環境計画 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 その他委託 その他 ごみ質調査等 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 情報処理 データ入力 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 情報処理 計算処理 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 機器保守 測定機器保守 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 その他委託 その他 活性炭再生、活性炭引抜張込、活性炭交換 県内

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 車内・駅貼り広告 県外

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 新聞・雑誌広告 県外

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 広報誌製作 県外

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 会場設営 県外

（株）ＹＵＩＤＥＡ 東京都文京区小日向四丁目５番１６号ツインヒルズ茗荷谷 細矢　和宏 広告・催事 その他 ＷＥＢプロモーション企画・制作、ＳＤＧｓ／サステナビリティブランディング・プロモーション企画・制作、ワークショップ企画・運営、動画企画・制作 県外

佑信鋼業（株） 千葉市花見川区千種町２５９番地２ 山本　義和 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 特別管理廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 もっぱら物（収集・運搬） 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 情報処理 データ入力 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 情報処理 計算処理 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 情報処理 システム運用 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 情報処理 システムメンテナンス 県内
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結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県外

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） 東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ 白瀧　康人 その他委託 その他 ストレスチェック 県外

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） 東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ 白瀧　康人 検査・分析 その他 ストレスチェック 県外

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） 東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ 白瀧　康人 調査・計画 その他 ストレスチェック 県外

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） 東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ 白瀧　康人 情報処理 その他 ストレスチェック 県外

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） 東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ 白瀧　康人 医療・医事・給食 その他 ストレスチェック 県外

（同）Ｕｎｉｋ 愛知県大府市江端町３丁目１６９番地の２ 衣川　智樹 建物管理・清掃 その他 施設内消毒、抗菌・抗ウイルスコーティング施工 県外

（同）Ｕｎｉｋ 愛知県大府市江端町３丁目１６９番地の２ 衣川　智樹 広告・催事 その他 インフルエンサーマーケティング、ＰＲ動画作成 県外

（株）ユニバーサルエクスプレス 東京都中央区日本橋久松町５番１３号 西尾　利昭 運搬・保管 貨物輸送 県外

（株）ユニバーサルエクスプレス 東京都中央区日本橋久松町５番１３号 西尾　利昭 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）ユニバーサルエクスプレス 東京都中央区日本橋久松町５番１３号 西尾　利昭 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 地域計画 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 環境計画 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 防災計画 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 調査・計画 信用調査業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 情報処理 データ入力 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 情報処理 システム運用 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 調査・計画 防災計画 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 人材派遣 労働者派遣事業 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 その他委託 埋蔵文化財業務 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 県内

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 その他委託 翻訳・通訳 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 その他委託 その他 公会計・公営企業会計支援、公共施設マネジメント、各種計画策定、各種検査・監査、経済波及効果測定、経営診断、研修（行政経営及び地方公会計等に関する研修等）等 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 市場・経済調査 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 地域計画 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 環境計画 県外

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 防災計画 県外
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横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号 横田　慎一 調査・計画 その他 アンケート調査、業務量調査等 県外

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 その他委託 その他 上下水道事業経営等コンサルティング 県外

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 調査・計画 その他 上下水道事業各種調査 県外

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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

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 情報処理 データ入力 県外

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 情報処理 システム運用 県外

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 情報処理 インターネット関連業務 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 検査・分析 大気検査 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 検査・分析 土壌分析 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 検査・分析 その他 アスベスト分析 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 調査・計画 交通関係調査 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 建物管理・清掃 室内環境測定 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 建物管理・清掃 その他 アスベスト分析 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 その他委託 その他 アスベスト分析 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 県外

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 その他委託 その他 活性炭交換業務等 県内

横山商事（株） 船橋市西船五丁目２６番２５号 和田　孝之 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 中川　雅夫 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 中川　雅夫 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 中川　雅夫 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 中川　雅夫 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 中川　雅夫 広告・催事 その他 折込広告、ポスティング 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ライズ・ビデオ・エイテイ 東京都豊島区池袋三丁目２６番１４号 上田　明 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 その他委託 その他 出版物の企画、製作、デザイン。ホームページ作成 県外

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内
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（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目３１４番地ハイツレジーナ１０１ 湊　洋久 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（株）ライフシールド 東京都中央区新川一丁目３番１０号　旭ビルディング６階 和田　章剛 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）ライフライン 長崎県長崎市小江原三丁目２３番１号 古賀　一典 施設等運転管理他 漏水調査 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 その他委託 その他 ＩＣＴ支援業務 県外

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物管理・清掃 その他 その他清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 緑地管理・道路清掃 その他 その他清掃 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 建物設備等保守・修繕 その他 その他保守・修繕 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内
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（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 警備・受付・施設運営 その他 その他警備 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 翻訳・通訳 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 速記・議事録作成 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 司書・図書整理 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 メーター検針 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 料金徴収業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 動物飼育 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 封緘・発送業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 車両運行管理 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 保険業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 その他委託 その他 その他役務の提供 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 大気検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 水質検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 理化学検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 臨床検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 検査・分析 その他 その他検査・分析 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 市場・経済調査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 地域計画 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 環境計画 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 防災計画 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 信用調査業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 調査・計画 その他 その他調査・計画 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 車内・駅貼り広告 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 新聞・雑誌広告 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 広報誌製作 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 催事の企画運営 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 会場設営 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 音響・照明操作 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 選挙関連業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 看板等の設置 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 広告・催事 その他 その他広告・催事 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 事務所移転 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 美術・貴重品輸送 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 貨物輸送 県内
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（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 海上輸送 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 旅客輸送 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 放置自転車撤去 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 運搬・保管 その他 その他移転・撤去 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 人材派遣 その他 その他派遣 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 事務機器保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 通信機器保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 医療機器保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 測定機器保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 交通管制システム保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 遊具 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 機器保守 その他 その他保守 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 介護・保育 介護サービス 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 介護・保育 配食サービス 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 介護・保育 保育業務 県内

（株）ラインプロテック 千葉市稲毛区小仲台六丁目１８番１号 福元　健人 介護・保育 その他 その他サービス 県内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 地域計画 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 その他 書籍・パンフレット等の企画・制作・取材・デザイン 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 その他委託 その他 研修・講習 県外

（株）ランタンフィルム 松戸市新松戸南一丁目３０２番地 山本　憲一郎 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）ランタンフィルム 松戸市新松戸南一丁目３０２番地 山本　憲一郎 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）ランタンフィルム 松戸市新松戸南一丁目３０２番地 山本　憲一郎 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 県内

（株）ランタンフィルム 松戸市新松戸南一丁目３０２番地 山本　憲一郎 広告・催事 選挙関連業務 県内

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 市場・経済調査 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 環境アセスメント調査 県外
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ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 交通関係調査 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 地域計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 健康・福祉計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 環境計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 防災計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 調査・計画 信用調査業務 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 広告・催事 催事の企画運営 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 広告・催事 会場設営 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 情報処理 データ入力 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 情報処理 計算処理 県外

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物管理・清掃 その他 建物管理・清掃その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 エレベータ等保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 クレーン設備保守 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 防犯設備設置・点検 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 建物設備等保守・修繕 その他 建物設備等保守・修繕その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 緑地管理・道路清掃 その他 緑地管理・道路清掃その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 警備・受付・施設運営 駐車場運営 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 警備・受付・施設運営 その他 パトロール、警備・受付・施設運営その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 調査・計画 市場・経済調査 県内
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（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 調査・計画 交通関係調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 データ入力 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 計算処理 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 システム運用 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 システムメンテナンス 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 コンピュータマッピング 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 インターネット関連業務 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 情報処理 その他 情報処理その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 航空写真撮影 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 マイクロ写真制作 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 光ディスク入力 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 映画・写真制作 その他 映画・写真制作その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 ガス内管・消費機器調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 ガス漏洩調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 ガス管点検調査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 施設等運転管理他 その他 施設等運転管理他その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 大気検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 水質検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 土壌分析 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 騒音レベル 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 産業廃棄物分析 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 理化学検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 臨床検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 放射線量等測定・検査 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 検査・分析 その他 検査・分析その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 人材派遣 スポーツインストラクター 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 人材派遣 外国語指導助手（ＡＬＴ） 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 人材派遣 その他 人材派遣その他 県内

（株）ＬＥＡＤ 市川市南行徳四丁目１番８号アサヒビル２階 堀井　剛 その他委託 その他 その他委託その他 県内

（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 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）六濤 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 高久　勝敬 機器保守 医療機器保守 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 その他委託 その他 上記以外のビジネスプロセスアウトソーシング 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 警備・受付・施設運営 運動施設運営 県外
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（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 情報処理 データ入力 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 情報処理 計算処理 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 情報処理 システム運用 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 調査・計画 世論・住民意識調査 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 広告・催事 催事の企画運営 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 広告・催事 会場設営 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 広告・催事 選挙関連業務 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座八丁目４番１７号 山本　慎也 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 その他委託 その他 行政文書運用支援業務 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 人材派遣 パソコンインストラクター 県内

（株）リサイクル事業団 埼玉県吉川市大字加藤６２９番地１ 加納　忠誠 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 建物設備等保守・修繕 その他 水処理機械設備保守・修繕 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 機器保守 その他 水処理機械設備保守 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 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 廃棄物処理 一般廃棄物処理（中間処理・処分） 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 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 機器保守 事務機器保守 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 その他 システムその他 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 映画・写真制作 その他 配信業務 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 県内
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（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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 その他 配信業務 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 情報処理 その他 配信業務 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 その他 映像・音響・通信・情報機器等のレンタル業務及びそれに附帯する業務 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 その他 図書館運営委託、図書館コンサルティング 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 その他 図書管理システム保守 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 人材派遣 その他 図書館司書派遣 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 その他委託 その他 情報配信機器保守 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 人材派遣 労働者派遣事業 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 介護・保育 介護サービス 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 その他委託 封緘・発送業務 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 情報処理 データ入力 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 情報処理 計算処理 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）リプライム 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目１０１鯉平氷川ビル３階 鵜浦　佑介 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県外

（株）リプラ工營 鴨川市江見西真門３８４番地３ 石井　勝洋 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内

（株）リプラ工營 鴨川市江見西真門３８４番地３ 石井　勝洋 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 世論・住民意識調査 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 市場・経済調査 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 地域計画 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 健康・福祉計画 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 環境計画 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 調査・計画 防災計画 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 情報処理 データ入力 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 情報処理 計算処理 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 情報処理 インターネット関連業務 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 映画・写真制作 一般写真撮影 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 警備・受付・施設運営 一般施設運営 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 広告・催事 催事の企画運営 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 広告・催事 看板等の設置 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運搬・保管 事務所移転 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 運搬・保管 保管・倉庫業 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 機器保守 事務機器保守 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 機器保守 通信機器保守 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 機器保守 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 その他委託 封緘・発送業務 県内

（同）リベルテ 浦安市猫実３丁目１０番３６号 井田　奈緒 その他委託 車両運行管理 県内

（有）龍成警備 市原市能満３２１番地４ 柳瀬　昭江 警備・受付・施設運営 施設警備 県内

（有）龍成警備 市原市能満３２１番地４ 柳瀬　昭江 警備・受付・施設運営 受付・案内 県内

（有）龍成警備 市原市能満３２１番地４ 柳瀬　昭江 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 検査・分析 その他 人流分析 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 機器保守 事務機器保守 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 医療機器保守 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 機器保守 測定機器保守 県外

両総通運（株） 木更津市中央１丁目１番６号 吉澤　徹 運搬・保管 事務所移転 市内

両総通運（株） 木更津市中央１丁目１番６号 吉澤　徹 運搬・保管 貨物輸送 市内

（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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 封緘・発送業務 県外
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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 施設等運転管理他 施設の運転・管理 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 検査・分析 水質検査 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 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 建物管理・清掃 浄化槽点検 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 機器保守 その他 給排水設備機器保守 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 樹木管理 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 緑地管理・道路清掃 その他 側溝及び排水路清掃 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 施設等運転管理他 その他 汚水、集水桝清掃等 県内

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 その他委託 その他 介護予防事業・健康増進事業 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 病院事務（病棟作業・物流管理等） 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 集団検診 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 特定保健指導 県外

（株）ルネサンス 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 岡本　利治 医療・医事・給食 その他 医療従事者派遣等 県外

レキオス・ウォーター（株） 沖縄県那覇市銘苅二丁目６番２７号 稲福　真悟 施設等運転管理他 漏水調査 県外

（株）レクトン 東京都中央区新川一丁目１７番２５号 岩見　竜作 医療・医事・給食 病院給食 県外

（株）レクトン 東京都中央区新川一丁目１７番２５号 岩見　竜作 医療・医事・給食 学校・寮給食 県外

（株）レクトン 東京都中央区新川一丁目１７番２５号 岩見　竜作 医療・医事・給食 給食配送業務 県外

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 クリーニング 衣類 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 クリーニング 布団・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 クリーニング 寝具殺菌乾燥 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 クリーニング その他 カーテンクリーニング 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 広告・催事 会場設営 県内

（株）レンティ 習志野市芝園２丁目６番７号 鎌形　博 広告・催事 選挙関連業務 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 機器保守 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 機器保守 その他 体育施設器具の保守点検 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 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 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 緑地管理・道路清掃 樹木管理 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 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 緑地管理・道路清掃 道路清掃 県内
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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 緑地管理・道路清掃 河川・海岸清掃 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 緑地管理・道路清掃 公園清掃 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 緑地管理・道路清掃 水路・側溝清掃 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 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 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 運搬・保管 その他 残土運搬 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 その他委託 その他 災害用毛布のリパック業務 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 県内

（株）漏水探査 千葉市中央区本町一丁目６番８号 松崎　美穂 施設等運転管理他 漏水調査 県内

（株）Ｒｏｃｋ　Ｆｉｅｌｄ 東京都八王子市元八王子町二丁目３３５９番地２０ 岩野　恒尚 調査・計画 環境アセスメント調査 県外

（株）Ｒｏｃｋ　Ｆｉｅｌｄ 東京都八王子市元八王子町二丁目３３５９番地２０ 岩野　恒尚 その他委託 動物飼育 県外

（株）Ｒｏｃｋ　Ｆｉｅｌｄ 東京都八王子市元八王子町二丁目３３５９番地２０ 岩野　恒尚 その他委託 その他 指定管理捕獲等事業及び有害鳥獣捕獲等 県外

（株）Ｒｏｃｋ　Ｆｉｅｌｄ 東京都八王子市元八王子町二丁目３３５９番地２０ 岩野　恒尚 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 放送設備保守点検 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 建物設備等保守・修繕 街路灯保守点検 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 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 市内

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 その他委託 その他 ストレスチェック、メンタルヘルス相談、研修 県外

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 情報処理 計算処理 県外

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 情報処理 その他 ストレスチェック 県外

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 調査・計画 その他 ストレスチェック 県外

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 検査・分析 その他 ストレスチェック 県外

ＷｏｒｋＷａｙ（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目７‐８ 花田　真也 医療・医事・給食 特定保健指導 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 機器保守 測定機器保守 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 機器保守 その他 計量設備機器・計量システム保守 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 その他委託 その他 トラックスケール法定検査・修繕・整備 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 建物管理・清掃 一般清掃 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 建物管理・清掃 病院清掃 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 警備・受付・施設運営 施設警備 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県外

（株）ワイエム 埼玉県川越市砂６８３番地 吉田　建次 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 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 機器保守 通信機器保守 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 機器保守 測定機器保守 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 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 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 情報処理 インターネット関連業務 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 検査・分析 その他 流量観測 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 施設等運転管理他 その他 下水道水位計管理 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 検査・分析 臨床検査 県外
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（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 検査・分析 その他 ＰＣＲ検査 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 その他委託 その他 ＰＣＲ検査 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・医事・給食 医事業務（医療費請求・点検） 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・医事・給食 病院事務（病歴管理・受付等） 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・医事・給食 集団検診 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・医事・給食 特定保健指導 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・医事・給食 その他 ＰＣＲ検査 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 県外

（株）ワカツキ 市原市石川１１７６番地２ 若月　輝幸 廃棄物処理 産業廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（株）ワカツキ 市原市石川１１７６番地２ 若月　輝幸 廃棄物処理 産業廃棄物処理（中間処理・処分） 県内

（株）ワカツキ 市原市石川１１７６番地２ 若月　輝幸 廃棄物処理 その他 汚染土壌処理 県内

（同）わかば総合鑑定 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地　幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ 中村　暁美 その他委託 不動産鑑定 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物設備等保守・修繕 ボイラー・冷凍機保守点検 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 廃棄物処理 一般廃棄物処理（収集・運搬） 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物管理・清掃 浄化槽清掃 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 施設等運転管理他 漏水調査 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 警備・受付・施設運営 施設警備 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 警備・受付・施設運営 受付・案内 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 警備・受付・施設運営 運動施設運営 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 警備・受付・施設運営 一般施設運営 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 警備・受付・施設運営 駐車場運営 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 建物管理・清掃 一般清掃 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 建物管理・清掃 病院清掃 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 建物管理・清掃 建物施設管理業務 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 人材派遣 スポーツインストラクター 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 人材派遣 労働者派遣事業 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 その他委託 その他 各種スポーツ教室、体操教室、介護予防教室、用務員業務 県内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 調査・計画 交通関係調査 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 調査・計画 その他 空家・空店舗調査 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 映画・写真制作 光ディスク入力 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 映画・写真制作 その他 紙図面データ化 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 その他委託 土地家屋調査 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 その他委託 その他 不動産登記 市内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 一般清掃 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 病院清掃 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 室内環境測定 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 室内害虫駆除 県内
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（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物設備等保守・修繕 冷暖房設備保守点検 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 緑地管理・道路清掃 除草・緑地管理 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 緑地管理・道路清掃 害虫駆除（防除業） 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 緑地管理・道路清掃 公園清掃 県内

（有）和幸ビルサービス 柏市酒井根６２８番地２８ 阿部　和利 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 検査・分析 土壌分析 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 検査・分析 騒音レベル 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 調査・計画 環境アセスメント調査 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 調査・計画 交通関係調査 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 調査・計画 地域計画 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 調査・計画 防災計画 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 インターネット関連業務 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 クリーニング 衣類 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 クリーニング 布団・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 クリーニング 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 クリーニング その他 タオル、マットレス、カーテン等 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 その他委託 その他 病院及び福祉施設の寝具、白衣、マット、タオル、カーテン等の洗濯付賃貸借業務、病院内滅菌業務、病院内売店業務、病院及び福祉施設のリネン管理業務、ベッドメイク等請負業務、病院及び福祉施設の廃棄物処理管理業務 県内

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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 情報処理 インターネット関連業務 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 広告・催事 車内・駅貼り広告 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 広告・催事 新聞・雑誌広告 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 広告・催事 テレビ・ラジオ広告 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 広告・催事 広報誌製作 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 広告・催事 催事の企画運営 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 広告・催事 会場設営 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 広告・催事 音響・照明操作 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 広告・催事 選挙関連業務 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 広告・催事 看板等の設置 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 映画・写真制作 映画・ビデオ製作 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 映画・写真制作 一般写真撮影 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 映画・写真制作 航空写真撮影 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 映画・写真制作 マイクロ写真制作 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 映画・写真制作 複写業務（青写真等） 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 映画・写真制作 光ディスク入力 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 調査・計画 世論・住民意識調査 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 調査・計画 市場・経済調査 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 調査・計画 環境アセスメント調査 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 調査・計画 交通関係調査 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 調査・計画 地域計画 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 調査・計画 健康・福祉計画 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 調査・計画 環境計画 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 調査・計画 防災計画 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 調査・計画 信用調査業務 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 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 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 情報処理 データ入力 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 情報処理 計算処理 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 情報処理 システム運用 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 情報処理 システムメンテナンス 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 情報処理 コンピュータマッピング 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 情報処理 インターネット関連業務 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 その他委託 翻訳・通訳 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 その他委託 速記・議事録作成 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 その他委託 司書・図書整理 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 その他委託 メーター検針 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 その他委託 料金徴収業務 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 その他委託 動物飼育 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 その他委託 封緘・発送業務 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 その他委託 車両運行管理 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 その他委託 保険業務 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 その他委託 埋蔵文化財業務 県内

（株）ワンズウィル 東京都中央区日本橋３丁目２番１４号新槇町ビル別館第一２階 尾花　彰 その他委託 その他 研修業務委託 県外

（株）ワンズウィル 東京都中央区日本橋３丁目２番１４号新槇町ビル別館第一２階 尾花　彰 人材派遣 その他 外部講師派遣 県外

（株）ワンズウィル 東京都中央区日本橋３丁目２番１４号新槇町ビル別館第一２階 尾花　彰 調査・計画 市場・経済調査 県外

（株）ワンズウィル 東京都中央区日本橋３丁目２番１４号新槇町ビル別館第一２階 尾花　彰 広告・催事 催事の企画運営 県外

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 その他委託 メーター検針 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 その他委託 料金徴収業務 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 その他委託 その他 竣工検査業務 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 施設の運転・管理 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（清掃のみ） 県内
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ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 下水道管渠内清掃（収集・運搬を含む） 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 下水道管渠内調査 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 漏水調査 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 施設等運転管理他 その他 配水管洗浄作業 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 情報処理 システム開発・ソフトウェア開発 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 情報処理 システムメンテナンス 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 一般清掃 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 飲料水の水質検査 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 浄化槽点検 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 貯水槽清掃 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 貯水槽点検 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物管理・清掃 建物施設管理業務 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物設備等保守・修繕 電気設備保守点検 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物設備等保守・修繕 消防設備保守点検 県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 内野　一尋 建物設備等保守・修繕 建築設備等の修繕 県内
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