競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

1

株式会社アイコーメディカル

福山市神辺町大字西中条1168-1

0804.0805

2

株式会社アイサイト

福山市西町2丁目10-1

0101.0104.0201.0204.0301.0306.0701.0702.1 文具･事務用品､OA機器･AVV機器､印刷･製本､電気･通信機器､その他
606
の物品

3

愛知時計電機株式会社 広島営業所

広島市西区中広町2丁目13番25号

1307

水道ﾒｰﾀｰ

4

㈱ アイ・ティー・シー 広島支店

広島市西区中広町3-3-18

0201.0203

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ

5

アイテック株式会社

広島市中区八丁堀6-3

5102.5104

修繕(機械製品)・その他の修繕

6

株式会社アクトシステムズ

福山市西町2-12-8

0102.0104.0201.0202.0203.0204

事務用品､ｿﾌﾄｳｪｱ､機器類

7

浅野環境ソリューション株式会社 広島支店

広島市中区西観音町9番7号

0602.0803.5104

汚水処理装置等機械器具､活性炭､その他修繕

8

アジア航測株式会社

広島市東区上大須賀町1-16 交通会
館ビル

9

アシナ環境管理センター有限会社

福山市新市町大字戸手1139-1

0104.0201.0202.0203.0304.0305.0306.0601.1 事務用機器､ｿﾌﾄｳｴｱ､複写業務､航空写真､図面作成､製本､理化学器
102
具､図書類
理化学機械器具、産業用電気機械器具、厨房・ガス器具、消防・防
0601.0602.0603.0604.0605.0803.0805.5102.5
災機械器具、作業用機械器具、工業薬品、衛生材料、機械類、水周
103.5104
り、その他修繕

10

アズビル金門株式会社

広島市東区光町一丁目10-19

1307

水道ﾒｰﾀｰ

11

株式会社

広島市中区舟入南1-1-18

0301.0302.0304.0604

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷､ﾌｫｰﾑ印刷､複写業務､消防･防災機械器具

12

アマノ株式会社

広島市西区南観音町23-10

0101.0102.0104.0201.0203.0204.0303.0602.0
文房具､事務用機械器具､ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ､勤怠管理ｼｽﾃﾑ
702.1001.1606.3103.3100.5102

13

株式会社アメニティライフ

広島市南区東雲1-10-12

0602.0604.0702.1603

産業用電気機械器具･消防機器､通信用機器､その他の物品･看板

14

株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ

広島市東区光町二丁目14-16

0601

理化学機械器具

15

株式会社イーセル

広島市西区井口五丁目6番4号

3106

その他の物品関係(電力供給)

16

株式会社ヰセキ中国

福山市赤坂町赤坂1486-1

1401

農業機械器具(ﾄﾗｸﾀｰ､芝刈機､田植機､ｺﾝﾊﾞｲﾝ等)

17

株式会社イチネン

広島市東区光町1丁目10番19号

3102

自動車リース

18

株式会社

広島市中区大手町三丁目6番1号

0601.0604.0605.0804.0805.0905

光学機器､測定機､顕微鏡､切断機､救急用品

19

株式会社インソース

広島市中区八丁堀14-4JEI広島八丁
堀ビル10階

0101.0104.1102.1603

文房具事務用品､事務用機器､図書類､広告宣伝

20

株式会社ウエスコ

広島市西区楠木町1丁目13-11

0203.0305

ｿﾌﾄｳｪｱ･航空写真

21

株式会社ウェルウェル

広島市西区商工センター三丁目4番
25号

0201.0203.0301.1102.5104

ﾊﾟｿｺﾝ用ｿﾌﾄ､ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ､軽印刷､書籍､調査業務､介護予防事業

22

株式会社

栄工社

福山市南町7番27号

0701

空調機器(ｴｱｺﾝ、ｸｰﾗｰ、ｶﾞｽ)

23

株式会社エイシン

呉市東畑1丁目1-35

0401.0604

消防自動車･ﾎｰｽ･消防ﾎﾟﾝﾌﾟ･避難器具･消火器

福山支店

広島支店

広島支店

中四国支店

アドプレックス
広島支店

広島支店

備後営業所
広島支店

猪原商会
中四国支社
広島支社

生体検査機器､検体検査機器､治療用機器､手術関連機器

1

競争入札参加資格（物品）登録業者

広島県内

No.

商号・名称

24

株式会社エイチ・アイ・エス

広島市中区本通6-11
広島本通ﾋﾞﾙ7階

25

株式会社ＡＦＷ

26
27

所在地

株式会社エヌ・ティ・ティ・マーケティング
アクト中国支店
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
中国支店

内容（コード番号：別表参照）
明治安田生命

取扱物品

1606

旅行業

福山市旭町8-8

0203.0301.0302.0303.0306.1603

ｿﾌﾄｳｴｱ､各種印刷､製本､看板､広告宣伝､展示品

広島市中区袋町6番11号

0104.0201.1606

文具･事務用品､OA機器･AV機器､その他物品関係（役務･業務委託含
む)

広島市中区八丁堀16番11号

3101.3103.3106

ﾘｰｽ(ﾊﾟｿｺﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器類､電気･通信機器､医療･精密機器類他）

28

NECネッツエスアイ株式会社 中国支店

広島市中区八丁堀16番11号

0201.0203.0702.1101.3101

情報処理用機器、ｿﾌﾄｳｪｱ、通信用機器、視聴覚教育機器、ﾘｰｽ

29

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービ
ス株式会社 中国支社

広島市南区比治山本町11-20

0104.0201.0203.0204.3101

印刷機､複合機､ｼｭﾚｯﾀﾞｰ､ﾊﾟｿｺﾝ､AV機器､ﾄﾅｰ等

30

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国

広島市南区比治山本町11-20

0201.0203.0601.0702.3101

31

株式会社ＮＴＴドコモ 中国支社

広島県広島市中区大手町四丁目1-8

0104.0201.0202.0203.0204.0701.0702.1101.1 OA機器･ｿﾌﾄｳｪｱ･電気･通信機器･学校教材･図書類･保育用品･その他
102.1103.1201.3101
の物品

32

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
中国支店

広島市中区基町6-77

0201.0702.3101

OA機器･AV機器･電気通信機器･ﾘｰｽ

33

ＮＴＴファイナンス株式会社 中国支店

広島市中区立町2-27

3101.3103.3104.3106

ﾘｰｽ：OA機器、電気･機械・医療機器、教育関係機器、その他（空
調、LED）

34

株式会社NTTファシリティーズ 中国支店

広島市中区東白島町14-15

0602.0701.0702.1501

太陽光発電装置､無停電電源装置､蓄電池､空調関係機器､電球等照明

35

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ中国支店

広島市中区上八丁堀6-65

0104.0201.0203.0604.0702.1201.3101.3103

OA機器､ｿﾌﾄｳｴｱ､非常用電源装置､電気通信機器等

36

ＮＥＣフィールディング株式会社
所

福山市延広町1-25
山駅前ビル8Ｆ

0104.0201.0202.0203.0204.5102

事務機器､ｿﾌﾄｳｪｱ､機器修繕

37

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

広島市中区大手町2-11-10

0201.0202.0203.0204.0701.0702.1606

OA機器､AV機器､電気・通信機器､その他の物品

38

株式会社荏原製作所 中国支社

広島市西区中広町3-25-1

0602.0401.5102

ﾎﾟﾝﾌﾟ･送風機､排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車､ﾎﾟﾝﾌﾟ等の修繕

39

荏原冷熱システム株式会社中国営業所

広島市中区庚午中2丁目14番35号

5102

機械製品の修理

40

株式会社エバルス営業本部

福山市南蔵王町5-20-33

0801.0201.0303.0601.0603.0801.0804.0805.0 医療用薬品､OA機器・AV機器､印刷製本､理化学･厨房･消防機器等､薬
806.0901.0905.3103
品医療機器､ﾘｰｽ

41

株式会社

エフォートシステム

広島市中区舟入川口町21-7

0601.0604.0702

監視ｶﾒﾗ､画像鮮明化機器､水位計他電気通信用機器

42

株式会社

エムケイ興産

呉市中通1丁目3-16

0602.0701.0604.5104

LED照明機器等・消火器､消防防災用品他・登録電気工事業者

43

株式会社

エムネス

広島市南区東雲本町1丁目2-27

0804

生体検査機器

44

応用地質株式会社

広島営業所

広島市佐伯区旭園3番33号

0601

分析機器､環境測定機器

45

大塚器械株式会社

福山支店

福山市南手城町4-7-6

0601.0803.5102.5104

理化学機械器具､工業薬品､機械類､その他の修繕

46

株式会社大塚商会

広島支店

広島市中区中町8番12号

0101.0102.0104.0201.0202.0203.0204.0701.0 文具･事務用品、OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ、家庭用電気機器、その他
702.1501.1502.1503.1504.3101
の物品

47

株式会社

福山市引野町1-18-12

1308.3105

オービス

福山営業

福山支店

福山営業所

明治安田生命福

1-1

OA機器･AV機器､ｿﾌﾄｳｪｱ､通信･測定機器､文具OA機器のﾘｰｽ

建設資材･仮設資材､リース･建築土木資材

2

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

48

株式会社オーヤラックス 広島営業所

広島市中区上八丁堀8番7号

0601.0602.0803

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ､薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ､残留塩素測定器

49

株式会社 尾方電業社

福山市箕沖町62-3

0601.0602.0605.0701.1306.5102

理化学機器等、家庭用電気機器、鉄鋼･非鉄製品、修繕

50

株式会社岡田ポンプ

福山市霞町二丁目2番7号

0604

消防ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾎｰｽ､非難器具､救急器具､消火器､消防･防災用品

51

沖ウィンテック株式会社 中国支店

広島市中区鉄砲町8番18号 広島日生
0102.0104.0204.0702.3106.5104
みどりビル

OA機器･AV機器･電気通信機器ﾘｰｽ､電気通信設備保守

52

沖電気工業株式会社 中国支社

広島市中区鉄砲町8番18号

0104.0201.0203.0204.0601.0702.3101.3103

事務用機器･ｿﾌﾄｳｪｱ･理化学機械器具､通信用機器､･医療機器

53

株式会社

広島市南区宇品海岸2-3-6

0305

地図製作

54

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
支社

広島市中区八丁堀5番7号

0702.3103

通信用機器､電気･機械･医療機器

55

オリックス自動車株式会社

福山市紅葉町1-1
ﾋﾞﾙ

3102

自動車リース

56

貝原ボイラ

57

隔測計装株式会社 広島営業所

58

鹿島建物総合管理株式会社

59

有限会社金森書店

福山市御幸町森脇401-1

0101.0102.0203.1101.1102

文房具､事務用品の全品目､上質紙､PPC用紙､ｿﾌﾄ､教材､書籍､雑誌

60

株式会社

福山市加茂町下加茂179

0301.0302.0303

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷･ﾌｫｰﾑ印刷･特殊印刷

61

株式會社カンガイ 福山工場

福山市曙町6丁目10番18号

1606

産廃処理業

62

株式会社

広島市西区南観音6丁目12番21号

0803.1303.1304.1310

薬品･医療機器(工業薬品)､原材料･資材(ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ製品他)

63

株式会社カンサイ

広島市佐伯区五日市町大字石内460
番地

0803.1402.5104

薬品､造園資材､その他の修繕

64

株式会社

広島市西区田方2-1-1

1402.5104

農業･造園等､造園資材、修繕

65

管清工業株式会社 中国営業所

広島市佐伯区五日市町上河内796-1

5104

その他の修繕

66

株式会社キクテック 広島営業所

広島市東区東蟹屋町16-3

0303.0604.0904.1203.1309.1310.1603

ｼｰﾙ､防災用品､旗､ｽﾃｯｶｰ､道路標識・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ､塗料､看板・案内板

67

株式会社

68

共和医理器株式会社

69

キョーリツコーポレーション株式会社

広島市中区紙屋町2丁目3番4号

0604.0901.0905.0906

消防･防災機械器具､繊維製品､皮革･ｺﾞﾑ製品､衣料製品

70

クボタ環境サービス株式会社 中国支店

広島市中区袋町4-25

0602.0803

産業用電気機械器具･工業薬品

乙媛印刷社

広島営業所

福山支店

株式会社

中国

福山ちゅうぎん

広島県福山市新市町上安井747番地1 0602.0803.5102.5103.5104

中国支社

かもめいと

環境開発公社

関西緑建

ぎょうせい中国支社
福山支店

広島市西区三滝町14-4 ヴィラコー
0602.0702.1307.5102
トⅢ
広島県広島市南区段原南1丁目3番53
0604.5101.5103
号 広島ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ4階

ﾎﾞｲﾗ･焼却炉､ﾎﾞｲﾗ薬品･試薬他､機械修繕､水周り修繕､その他
ﾎﾟﾝﾌﾟ､水道ﾒｰﾀｰ､電気機械修繕
消防機器等､消防･防災機械器具､修繕(建築物･水周り)

広島市中区三川町2-10愛媛ビル広島 0201.0202.0203.0204.0301.0305.0306.1102.1
OA機器･AV機器､製本､図書類､ｷﾞﾌﾄ
5階
203.1603.3101
0201.0204.0601.0701.0702.0801.0804.0805.0
福山市明神町2丁目12番15号
806.0901.0905.1501.1502.1503.1504.3103.51 OA機器､分析機器､光学機器､医療機器類､理化学機器､修繕
04

3

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

71

株式会社クマヒラセキュリティ 福山営業所

福山市紅葉町3-30

0401.0604.0901.0905.0906

消防車両､消防･防災機械器具､消防用(被服･作業靴)､製帽

72

クマリフト株式会社 広島営業所

広島市東区牛田本町1-10-24

5102

機械類

73

株式会社クリア-スペースデザイン

尾道市東尾道10番地5

3103.5102

ﾘｰｽ(機械類)､機械製品の修繕

74

株式会社グリーンクロス 福山営業所

福山市王子町2丁目5-18

0604.0901.0904.0905.0906.1203.1308.1309.1
避難･救助器具､消火器､作業服､仮設用材料､道路標識､塗料､看板等
310.1603

75

グローリー株式会社

広島市東区二葉の里3-4-40

1606

その他の物品（投票用紙分類機等）

76

一般財団法人

広島市中区基町13番13号

1102

図書類

77

株式会社

78

株式会社啓文社 福山外商部

79

興銀リース株式会社

80

合同技研株式会社

81

鴻池メディカル株式会社
営業所

82

株式会社弘法 福山営業部

福山市野上町3丁目1-38

0101.0102.0104.0201.0202.0203.0204.0702.3 文具･事務用品、OA機器･AV機器、電気・通信機器、ﾘｰｽ（ﾚﾝﾀﾙ）、
101.3103.5101
修繕機械類

83

広和機工株式会社

廿日市市木材港北3番28号

1606.5102

その他の物品(変減速機､ﾌﾞﾛﾜｰﾎﾟﾝﾌﾟ等)､修繕

84

株式会社コートテック

尾道市高須町1095番地42

1603

選挙用ポスター掲示板･選挙用品（投票所床用養生シート）

85

国際航業株式会社 広島支店

広島市南区的場町1丁目2番19号

0201.0203.0305.0702.3101

機器､ｿﾌﾄ､航空写真､図面製作､通信用機器､ﾘｰｽ

86

五大産業株式会社

福山市加茂町八軒屋29-3

0602.0605.5102.5104

産業用電気機械器具､作業用機械器具(修繕)､その他の修繕

87

株式会社

福山市笠岡町1番17号

1105.1203

運動用品･運動器具･運動衣･ｶｯﾌﾟ･ﾄﾛﾌｨｰ･楯

88

株式会社 こっこ―

呉市広多賀谷1-9-30

1303.1306.1308.1310.1402.1501.1606.5101

砂利､什器､その他の物品･不用品処分､建具修繕

89

株式会社コトブキ

1101.1103.1105.1310.1603.5104

遊具､健康器具､ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ､遊具等保守点検

90

コマツカスタマーサポート株式会社
中国カンパニー福山支店

福山市駅家町大字法成寺1575-12

0403.0404.0405

建設機械､車両部品､車両修理

91

コムパス株式会社 福山支店

福山市南蔵王町一丁目5-50

0304.0201.0702

複写機･印刷機･複合機､無停電措置等､電話交換機･電話機

92

五洋医療器株式会社 福山営業所

広島県福山市明神町二丁目2-30

0201.0202.0203.0204.0402.0502.0601.0801.0 機器･用品・ｿﾌﾄｳｪｱ・消耗品・雑車・ｶﾞｽ類・理化学機械器具・医療
804.0805.0806.0901.1503.3101.3103.5102.51 用薬品・医療機械器具・衛生材料・医療用ﾌｨﾙﾑ・繊維製品・家具・
04
文具OA機器・電気機械医療機器・機械類・その他の修繕

93

株式会社

福山市南蔵王町2-9-41

0104.0201.0601.5102

中国支店

経済調査会

ケイズ

中国支部

広島支店

広島支店

廿日市市宮島口西一丁目3番20号
西日本事業部 広島 広島県安芸郡海田町南明神町3-7425

国輝堂

金剛測機

広島市東区若草町12-1 ｱｸﾃｨﾌﾞｲﾝﾀｰｼ
0104.0201.0203.0702.3101
複写機､ﾊﾟｿｺﾝ､ｻｰﾊﾞｰ､ｿﾌﾄ､電話､緊急通報機器
ﾃｨｰ広島
0203.1101.1102.1104.1105.1501.1502.1503.1
福山市南蔵王町5丁目14-20
教材･書籍類･楽器･運動用品､ﾛｯｶｰ､ｽﾁｰﾙ家具等
504.5104
事務用品､OA機器･AV機器､車両･修理､電気･機械類、医療機器､教育
広島市中区紙屋町二丁目1番22号
3101.3102.3103.3104.3106
機器､空調機器

中四国支店

福山営業所

広島市中区本川町2-1-13
21 1Ｆ

和光ﾊﾟﾚｽ

0303

印刷･製本､特殊印刷(印鑑登録ｶｰﾄﾞ)

0804.3106

手術関連機器(医療用鋼製小物)､鼻鏡､歯鏡等のﾚﾝﾀﾙ

4

事務用品､OA機器･AV機器､理化学機器､修繕

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

94

有限会社

95

作田洋紙株式会社

96

三愛オブリガス中国株式会社

97

株式会社

98

株式会社サンキ

99

三教株式会社

広島県内
所在地

サカグチ

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

世羅郡世羅町西神崎530

0101.0102.0103.0104.0201.0202.0203.0204

福山市松浜町3丁目8-9

0101.0102.0104.0301.0302.0303.0306.0805.1 用紙類、文房具事務用品、事務用機器、軽印刷、ｵﾌｾｯﾄ印刷、ﾌｫｰﾑ
001.1604
印刷、特殊印刷、製本、衛生材料、荒物雑貨、包装・梱包資材

福山市新浜町2-1-28

0502

ｶﾞｽ類

福山市手城町2-1-19

0101.0102.0104.0201.0202.0203.0204.3101

用紙類,事務OA,AV機器・ｿﾌﾄｳｴｱ消耗品・文具OA機器ﾘｰｽ・文房具

福山市御幸町中津原1965-1

0203.0801.0804.0805.1602

ｿﾌﾄｳｪｱ(薬剤管理ｼｽﾃﾑ等)､医療用薬品､衛生材料､その他

福山市山手町6丁目6-6-1

0701.1101

映像･音響機器､教材

広島県広島市中区中町7番22号

5104

空調衛生設備の修繕

福山市野上町3-16-51

0803.1105

ﾌﾟｰﾙ薬品,体育器具

広島市中区紙屋町1-3-2

0903.1606

どん帳･暗幕･舞台道具

103 三泰産業株式会社 福山販売支店

福山市東川口町1-2-11

0501.0803

石油製品､工業薬品

104 株式会社サンネット

広島市中区袋町4-21

0201.0202.0203.0204.3101

OA機器･AV機器､用品､ｿﾌﾄｳｪｱ､消耗品､ﾘｰｽ・OA機器

105 山陽空調工業株式会社

広島市南区大須賀町19番13号

0602.0603.0604.0701.5102.5103.5104

ﾎﾞｲﾗｰ､空調関係機器､消防･防災用品､衛生設備､修繕

106 山陽マーク株式会社

広島市西区楠木町1-2-5

0301.0303.1603.1606

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷､看板･広告宣伝･展示品､その他の物品

107 株式会社サンロック

福山市新市町下安井539-1

0604.1310.5102

防火ｼｬｯﾀｰ･防火扉、その他の物品･鉄製建具･ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ･ｼｬｯﾀｰ、自動
ﾄﾞｱ･ｼｬｯﾀｰの修繕･点検

福山市引野町4丁目20番32

1310

建築金物

福山市霞町二丁目1番2号

0901.0905

繊維製品､皮革･ｺﾞﾑ製品

広島市南区稲荷町2-14

0101.0102.0104.0201.0202.0203.0204.0701.1
文具･事務用品､OA機器･AV機器､家庭用電気機器､写真機
201

福山市鋼管町1番地

0602.0605.0701

産業用電気機械器具､作業用機械器具､家庭用電気機器

福山市伏見町1-22

1606

その他の物品

福山市新市町新市32-1

0201.0202.0203.0204.0104.3101

OA機器･ｿﾌﾄｳｪｱ･ﾄﾅｰ･ﾌﾟﾘﾝﾄﾕﾆｯﾄ等

広島市東区光町二丁目7番35号

1308.3105

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ･ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ等

115 株式会社ジツタ中国 福山店

広島県福山市南蔵王町2-14-33

0104.0201.0203.0601.0604.1503

OA機器･AV機器、試験機器､計測機器､測量機器､家具

116 株式会社

広島市中区河原町10番5号

0702.5104

電気･通信機器､通信用機器､修繕､その他の修繕

福山市南手城町4丁目13番27号

0803

薬品･医療機器､工業薬品(ﾒﾀﾉｰﾙ)

サンエイ
福山支店

100 三建設備工業株式会社
101 株式会社

中国支店

三幸社

102 三精テクノロジーズ株式会社

108 三和シャッター工業株式会社
109 株式会社

福山営業所

広島営業所

福山営業所

ジーベック

株式会社ジェイエスキューブ
中四国サービス部
ＪＦＥプラントエンジ株式会社
111
西中国支店
110

112 株式会社ＪＴＢ

営業本部

福山支店

113 シスコム新市
114

株式会社システムハウスアールアンドシー
広島営業所

芝通

117 清水産業株式会社

福山営業所

5

文具･事務用品､OA機器･AV機器

ﾘｰｽ

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

118 株式会社社会保険研究所

広島市中区上八丁堀5-15

0101.0301.0306.1102.1203

文具･事務用品､印刷･製本､図書類､ｷﾞﾌﾄ

119 株式会社ジャクエツ

福山市沖野上町3丁目3番14号

1103.1105.0901

体育用品､体育器具､繊維製品

120 ジャノメミシン福山店

福山市南蔵王町六丁目8番14-2号

1605

学校専用ﾐｼﾝ

121 株式会社

三原市港町3丁目2番22号

0101.0102.0103.0104.0201.0202.0203.0204.1
文具･事務用品､OA機器･AV機器､荒物･雑貨､什器､その他の物品
001.1501.1502.1503.1602.1604

122 新青山株式会社 福山営業所

福山市道三町1-6

0601.0803

理化学器械器具､工業薬品

123 新川電機株式会社 福山営業所

福山市明神町1-5-29

0102.0201.0204.0601.0602.0702.5102

文具･事務用品、OA機器･AV機器、理化学、通信用機器、機械類の修
繕

124 新進電機株式会社 広島営業所

広島市西区観音新町1-18-9
興ﾋﾞﾙ3階

0601.0803.5102.5104

理化学、薬品、医療機器、工業薬品･機械類修繕、その他の修繕

125 株式会社

広島市西区商工センター7-5-26

0102.0302.0303.1606

伝票帳票類･OCR･ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ･封入封緘等

126 シンセイアート株式会社

庄原市新庄町5088-58

0301.0302.0303.0304.0306

印刷･製本

127 株式会社新星工業社

広島市南区宇品海岸3-8-60

0101.0102.0104.0201.0202.0203.0204.0701.0
702.0804.1101.1201.1501.3101.3103.3104.51 文具･事務用品､OA機器･AV機器､電気･通信機器､修繕
04

128 新日本法規出版株式会社 広島支社

広島市中区国泰寺町1丁目5番9号

0101.0301.1102.1203

文房具事務用品､印刷･製本､図書類､記念品類

129 新広島ヤクルト販売株式会社

福山市新涯町1丁目38番10号

1602

飲料水､その他の食品

広島市南区東雲本町2-21-26

5102

修繕･機械類（機械製品の修繕）

福山市一文字町14-31

0602.0803

ﾎﾞｲﾗｰ､工業薬品･活性炭

広島市中区橋本町10-10

1606.0803.0602

水処理機器、水処理薬品、理化学機器

福山市東桜町7-1

1104

楽器

130

福山店

正田文華堂

新生

福山支社

新明和工業株式会社 流体事業部 営業本部
中国支店

131 株式会社

伸友

132 株式会社 水機テクノス

広島営業所

133 菅波楽器株式会社

第二菱

広島市中区紙屋町1-3-2 銀泉広島ﾋﾞ
3102
ﾙ

自動車リース

135 澄和造園土木株式会社

福山市東川口町5-8-48

1402

造園資材(草､樹木､肥料､石材等)

136 巣守金属工業株式会社

広島市南区出島1-34-7

1203.1603

ﾊﾞｯｼﾞ､ｶｯﾌﾟ､ｷﾞﾌﾄ､看板､広告その他の物品

137 株式会社セイエル 福山営業所

福山市曙町6-17-13

138 株式会社セイエル 三次営業所

三次市東酒屋町306-45

139 株式会社静環検査センター広島営業所

広島県広島市中区十日市町2-3-8 空
1606
鞘TSﾋﾞﾙ202

134 住友三井オートサービス株式会社

広島支店

0201.0203.0702.0801.0802.0803.0804.0805.0
806.0901.0905.1501.1502.1503.1504.3103.31
06
0201.0203.0702.0801.0802.0803.0804.0805.0
806.0901.0905.1501.1502.1503.1504.3103.31
06

OA機器･通信機器､薬品･医療機器､衣料･寝具･手芸･ゴム製品､什器､
家具､医療機その他のﾘｰｽ
OA機器･通信機器､薬品･医療機器､衣料･寝具･手芸･ゴム製品､什器､
家具､医療機その他のﾘｰｽ
環境調査･測定･検査･分析等

6

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

140 株式会社正文社印刷所

福山市三吉町南二丁目1-12

0301.0302.0303.0304.0305.0306

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷､特殊印刷､複写業務､製本等

141 株式会社セイブンドー 福山事業所

福山市松浜町三丁目8番29号

0302

印刷､製本､ﾌｫｰﾑ印刷

142 ゼネラルスチール株式会社

広島市西区商工センター3-5-12

0603.0903.1105.1501.1503.1603.5104

厨房器具､室内装飾品､体育器具､鋼製什器､その他の修繕

広島市中区大手町3-8-1

0804

薬品･医療機器･医療機械器具

143 株式会社セントラルユニ

広島支社

株式会社ゼンリン広島営業所福山サービスセ
144
ンター

福山市多治米町5丁目1-2

145 株式会社

広島市南区皆実町1丁目10番2号

146

ソルコムビジネスサービス

株式会社ソルコム
ションビジネス部

ＩＴ事業本部ソリュー

広島市南区皆実町1-10-2

0101.0203.0301.0302.0303.0305.0306.0904.1
102.1309.1603.1606.3106
0101.0102.0103.0104.0201.0202.0203.0204.0
701.0702.1101.1201.1501.1502.1503.1504.31
01.3103.3104
0102.0104.0201.0202.0203.0204.0702.1101.3
101

文房具､ｿﾌﾄｳｪｱ､製本､その他のﾘｰｽ
文房具・事務用機械機器類・上質紙・複写機・印刷機・複合機・ｼｭ
ﾚｯﾀﾞｰ・ﾊﾟｿｺﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ﾊﾟｿｺﾝ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾊﾟｿｺﾝ用周辺機器・ＡＶ機
器・更衣箱・机・家具・教育機器・視聴覚教育機器
文具、OA機器･AV機器・事務用機械器具類､ﾊﾟｿｺﾝ･周辺機器等ﾘｰｽ

147 ダイコーフーズ株式会社

広島市南区東本浦町5番12号

0204

ﾄﾅｰ･ﾘｻｲｸﾙﾄﾅｰ･ﾌﾟﾘﾝﾄﾕﾆｯﾄ

148 大和リース株式会社 広島支店

広島市西区楠木町三丁目1番40号

1308.1402.3102.3106

仮設建物､仮設ﾄｲﾚ､芝､草花､車両全般

149 タカオ株式会社

福山市御幸町中津原1787-1

1105.1603.5104

体育器具、その他の物品･看板、遊具等修繕･点検

福山市南手城町2丁目25番17号

0803

薬品･医療機器(工業薬品)

広島市南区皆実町1丁目9番41号

0101.0102.0201.0202.0203.0204.0601

事務用品､用紙類､OA機器･OA用品､ｿﾌﾄｳｪｱ､測量機器

152 株式会社ダスキンニコニコ

福山市新市町新市193

1101.3106

清掃道具･玄関ﾏｯﾄ

153 ダスキンレントオール福山ステーション

福山市南蔵王町3-17-46

3101.3105.3106

事務用機械器具類･ﾊﾟｿｺﾝ･周辺機器･仮設資材等

154 立石フィルター株式会社 広島営業所

広島市中区銀山町4-17
命ビル7F

0602

空気清浄機

155 株式会社

広島市西区楠木町2-4-3

0104.0201.0202.0203.0204.0701.0702.3101.3
事務機､OA機器､電気通信機器､ﾘｰｽ(文具･AO機器､電気機器）
103

156 田中電機工業株式会社

広島市南区大洲一丁目5番24号

0104.0201.0202.0203.0204

事務用品､OA機器･AV機器

157 タニコー株式会社 福山営業所

福山市春日町5-6-37

0603

業務用厨房機器

158 株式会社玉井歯科商店 福山店

福山市御門町2-4-37

0801.0804.0805.0806

医家向薬品、治療用機器、放射線関連機器、断管装置、手術関連機
器、歯科用機器等、歯科材料、X線ﾌｨﾙﾑ

159 株式会社中央ジオマチックス 広島営業所

広島市中区千田町1-8-3

0305

図面製作･写図･地図製作

160 中外テクノス株式会社

広島市西区横川新町9-12

161 中国エンジニアリングサービス株式会社

広島市南区東雲2丁目14番6号

162 中国三建サービス株式会社

広島市中区白島中町7-17

150 高田化学株式会社
151 株式会社

福山支店

武内商会

立芝

広島大同生

0104.0201.0202.0203.0204.0601.0602.0701.0 事務用機器､OA機器･AV機器､理化学機器、電気・通信機器、薬品・
702.0803.0804.0805.0806.3101.3103
医療機器、ﾘｰｽ（ﾚﾝﾀﾙ）
理化学･厨房・消防機器等、産業用電気機械器具（ｴﾝｼﾞﾝ・ﾎﾟﾝﾌﾟ)、
0602.0803.5102.5104
薬品・医療機器、工業薬品（塩化第二鉄、高分子凝集剤、活性
炭）、修繕、機械類（電気製品、機械製品の修繕）、その他の修繕
5102.5103.5104.
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修繕､機械類･水周り･その他の修繕

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

163 公益財団法人

広島県内
所在地

中国地域創造研究センター

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

広島市中区小町4-33

1606

その他の物品､その他物品関係(役務)

164 一般財団法人中国電気保安協会

広島市中区小町4-33

5104

電気設備保安管理業務

165 中国電設工業株式会社

福山市南手城町2-3-3

0101.0201.0701.0702

事務用機械器具類等､ﾊﾟｿｺﾝ等､電話交換機等

福山支店

166 中国電力株式会社

販売事業本部

広島市中区小町4-33

1606

その他の物品(電力販売)

167 株式会社中国日立

福山支社

福山市南本庄2丁目10番23号

0602.0701.1306

ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｸﾚｰﾝ･受配電設備･空圧機･ﾓｰﾀｰ･空調関係機器･配線関係器具
等･鋼管

安芸高田市吉田町川本1353-2

0802.1401.5104

防疫剤(除草剤､農薬等)､農業用機械器具､農業用機械の修繕

福山市松浜町4丁目2番28号

5102

修繕

168 株式会社中四国クボタ
169 株式会社

中電工

広島営業部

広島東部支社

広島市南区稲荷町5-18三共稲荷町ビ
0602.0605.1306.5102
ル7階

産業用ﾛﾎﾞｯﾄ､動力伝導装置等産業用機械､集塵装置､電気･機械製品
の修繕

171 ティーエスアルフレッサ株式会社 福山支店

福山市曙町6-11-15

0601.0604.0801.0804.0805

理化学､薬品

172 株式会社データホライゾン

広島市西区草津新町一丁目21-35
広島ミクシス・ビル

0301

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷

173 株式会社鉄道広告

尾道市東尾道10-12

0101.0301.0302.0303.0306.1603

文房具事務用品､印刷､製本､看板､広告宣伝

福山市御幸町大字森脇337-2

0602.5102

ﾎﾟﾝﾌﾟ､送風機の販売と修繕

広島県福山市新市町大字相方463番
地1

0602.1308.3105.5103.5104

仮設ﾄｲﾚ･水配管修繕･その他の修繕

広島市南区的場町一丁目3番6号

3106.1308

仮設ﾊｳｽ､ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ､備品､仮設ﾄｲﾚ､ｴｱｺﾝ

広島市中区鉄砲町7-18

0201.0602.0702.5104

無停電電源装置等､受変電設等、ﾚｰﾀﾞｰ装置等､その他修繕
修繕･その他の修繕

広島市中区鉄砲町7番18号

0602.5104

空調設備機器･修繕

179 東洋計器株式会社 広島事務所

広島市西区南観音3丁目5番2号

1307

水道ﾒｰﾀｰ

180 東洋産業株式会社 福山支店

福山市南蔵王町3丁目4-42

0802

薬品･医療機器､防疫剤(殺虫剤､殺そ剤)

181 東和環境科学株式会社

広島市中区船入町6-5

0601

水位計

182 東和薬品株式会社

福山営業所

広島県福山市南松永町1丁目22-5

0801

医家向薬品

183 凸版印刷株式会社

福山営業所

福山市紅葉町1番1号

0203.0301.0302.0303

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ･ｵﾌｾｯﾄ･OCR･通知書類･製本

広島県広島市中区白島北町11-14

3102

自動車リース

185 株式会社ナイガイ

福山市明神町2-3-26

0301.0302.0303.0304.0305.0306.1603

印刷･製本､その他物品

186 株式会社ナガワ 広島営業所

広島市中区橋本町10番10号
ﾃｽ５Ｆ

0604.1308.3106

危険物保管庫､防災倉庫､組立ﾊｳｽ､組立式物置､仮設ﾄｲﾚ

170 株式会社椿本マシナリー

広島営業所

174 テラルテクノサービス株式会社
175 有限会社

福山営業所

土井商事

176 東海リース株式会社 広島支店
177 東芝インフラシステムズ株式会社
178 東芝キヤリア株式会社

184 株式会社

中四国支社

トヨタレンタリース広島

中国支社

広島ｲﾝ
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競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

187 ナブコドア株式会社 福山営業所

福山市曙町3-32-9

5104

その他の修繕(自動ﾄﾞｱ)

188 西日本電信電話株式会社 広島支店

広島市中区基町6-77

0201.0203.0702

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､電気･通信機器

189 ニシム電子工業株式会社

広島市中区橋本町10番1号

0702.0602.0201.0601.1308

通信用機器､産業用電気機器､機器､理化学機械器具､仮設資材

広島県福山市熊野町乙1929-5

0203.0305

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ･印刷･製本

広島市西区東観音町6-9-102

1307

水道用資材､水道ﾒｰﾀｰ

3102

車両のリース

広島営業所

190 株式会社日航コンサルタント

福山営業所

191 株式会社ニッコク 広島支店
192

株式会社 日産フィナンシャルサービス
中四国営業部

広島市中区十日市町1-1-9
り鷹匠ビル3階

相生通

193 日清医療食品株式会社 中国支店

広島市中区八丁堀3番33号

1602

その他の物品(食品関係)

194 日進測量株式会社 三原営業所

三原市皆実1-23-19

0201

OA機器･AV機器

195 日水産業株式会社

広島市東区中山上2-12-13

0803.1303.5104

薬品･医療機器､水道資材､その他修繕

1308

仮設ﾊｳｽ･仮設教室

広島営業所

196 日成ビルド株式会社 広島支店

広島市東区上大須賀町1番16号
通会館ビル3F

197 日通商事株式会社 広島支店

広島市南区西蟹屋3-2-1

0101.0104.0401.0403.0404.0405.0501.0602.0
文具､車両､石油製品､繊維･ｺﾞﾑ製品､その他の物品全般､車両ﾘｰｽ及び
804.0901.0905.0906.1602.1604.3101.3102.31
ﾘｰｽ全般
03.3106

198 日本運搬機械株式会社

福山市卸町15-16

5102

昇降機の保守点検、修繕

広島市中区東白島町14-15 NTTｸﾚﾄﾞ
ﾋﾞﾙ2階

3102

自動車リース

広島市中区八丁堀16-11

0104.0201.0203.0204.0702

複写機､ﾊﾟｿｺﾝ､ｿﾌﾄｳｪｱ､電話交換機､放送装置

201 株式会社日本インシーク 広島営業所

広島市東区光町１丁目13番20号

0203.0305

OA機器･AV機器､印刷･製本

202 株式会社日本サーモエナー 中国支社

広島市西区中広町2-5-13 三久ﾋﾞﾙ2F 0602.0803

ﾎﾞｲﾗｰ､ﾎﾞｲﾗｰ用薬品

203 日本調理機株式会社 中国支店

広島市西区楠木町3-6-9

0603

厨房･ｶﾞｽ器具

204 日本無線株式会社 中国支店

広島市中区八丁堀7番2号

0702

無線通信機器･無線応用機器

福山市箕島町6610番地2

0602.0803.5104

ﾎﾟﾝﾌﾟ等､試薬･凝集剤･活性炭等､施設維持管理等

206 日本ユニシス株式会社 中国支店

広島市中区大手町二丁目7-10

0201.0203.3101

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ

207 株式会社バイタルリード 広島支店

広島市安佐南区緑井5丁目17番5号

0201.0404.3101

OA機器､車両部品､ﾘｰｽﾚﾝﾀﾙ(OA機器)

208 株式会社パスコ

広島市中区中町3-11

0201.0202.0203.0204.0303.0304.0305.0306.0 OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､印刷･製本･地図画像データ作成、測量、ﾌｨﾙ
601.1102.1201.3101
ﾑ

広島市西区庚午中2-11-1

1606

199

日本カーソリューションズ株式会社
店

200 日本電気株式会社

205

広島支

中国支社

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
福山支店

209 税理士法人

広島支店

長谷川会計

交

公会計等支援､台帳作成､財務書類作成（役務)
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競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

210 株式会社

広島県内
所在地

取扱物品

福山市木之庄町1-13-46

0101.0102.1101.1102

文具､紙､教材､図書類

広島市中区八丁堀5番7号

0201.0701.0702.1101.1201.5102.5104

事務用品､AV機器､映像・音響機器･電気･通信機器､その他の修繕

212 株式会社浜松ピアノ社

広島市中区本通5-1

1104.5104

楽器(ピアノ）、その他の修繕（ピアノ）

213 株式会社ビーシーシー

福山市光南町3-6-10

211

長谷川商会

内容（コード番号：別表参照）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
社

中国

0201.0202.0203.0204.3101

OA機器･AV機器､ﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱ保守､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ機器ｿﾌﾄｳｪｱ賃貸借

日立キャピタルオートリース株式会社 中四国
214
広島市中区袋町5-25
支店

3102.1606

その他の物品･ﾘｰｽ･不用品売買

215 株式会社日立システムズ 中国支社

広島市中区上幟町3-33

0201.0202.0203.0702.5102

OA機器･AV機器､通信機器､電話機･機器製品修繕

広島市中区上幟町3番33号

0204.0302

OA機器･AV機器､印刷･製本

217 株式会社日立製作所 中国支社

広島市中区袋町5番25号

0601.0602.0804.5102

理化学機械器具･厨房･消防機器等､薬品医療機器､修繕

218 日立造船株式会社

広島市中区袋町3番17号

0601.0602.0803.5104

理化学機械器具､産業用電気機械器具､工業薬品､その他の修繕

219 株式会社日立ソリューションズ西日本

広島市中区八丁堀3-33

0201.0203.0204

機器･ｿﾌﾄｳｪｱ・消耗品

220 株式会社日立ビルシステム 中国支社

広島市中区八丁堀3-33

0701.0702.3106.5102.5104

空調機器､昇降機､防犯機器､ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ､その他の修繕

221 日之出水道機器株式会社

広島市中区中町7-41

0604.1303.1304.1306.1307.1308.1310

防災用品･ﾓﾙﾀﾙ･道路用下水道用製品･水道用製品･組立式物置

216

株式会社日立システムズエンジニアリング
サービス 西日本支社 中国支店

中国支社

広島営業所

三栄ビル3階

222 株式会社ヒューマックス

広島市南区東本浦町10番22号

0203.0604.1001.1606.5101.5102.5103.5104

OA機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､消防･防災機械器具、荒物･雑貨､その他の修繕

223 ひろぎんリース株式会社

広島市中区本通7-19

3101.3102.3103.3106

文具･OA機器､車両､電気･機械･医療機器､その他ﾘｰｽ関係

224 広島県教育用品株式会社

広島市東区光町2-8-32

0101.0102.1101.1102.1105

文房具用品・用紙類・学校教材教具･図書類･体育器具

225 広島県教科用図書販売株式会社

尾道市東尾道10番地21

0201.0203.1101.1102.1103.1104.1105.1201.1
OA機器･AV機器、教材･保育･楽器･体育用品、ｶﾒﾗ、時計、什器
202.1504

226 広島県東部森林組合

福山市御幸町中津原字廿軒屋1690-1 1305.1402

227 広島県薬業株式会社 福山支店

福山市新涯町4-5-28

0203.0604.0801.0802.0803.0804.0805.1001.1 OA機器･AV機器､厨房･消防機器等､薬品･医療機器､荒物､教材･保育､
101.1103.1503.1603.3103.3106.5104
その他の物品､修繕

福山市南蔵王町二丁目2番17号

1102.1103

書籍･雑誌･保育教材･保育用品･幼児教材等

広島市中区上八丁堀3番6号

0104.0201.0701.0702.1606

文具、OHP等、OA・AV機器・固定局通信装置・移動局通信装置・電
気通信機器・電話機・携帯電話、その他の物品（防犯ｶﾒﾗ）

230 株式会社広島情報シンフォニー

広島市東区牛田新町2-2-1

0201.0203.3101

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ･賃貸借

231 広島綜合警備保障株式会社

広島市安佐南区西原八丁目34番3号

0201.0604.0804.1606.3103

232 広島和光株式会社 福山営業所

福山市大門町4-16-43

0201.0203.0601.0801.0803.0804.0805

233 株式会社

広島市西区大芝三丁目15-15

0104.0201.0202.0203.0204.0701.0702.3101

228 株式会社広島こどものとも社
229 広島自動車無線

株式会社

フォルテ

福山営業所

木材､造園資材

10

監視ｶﾒﾗ･消防ﾎﾟﾝﾌﾟ･避難器具･消火器･その他消防防災用品･AED･機
械警備業務等
OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､理化学機器､体外診断薬､試薬､医療機器､衛
生材料
事務用機器全般･OA･AV機器全般､空調機器､照明機器､電話機､携帯電
話

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県内
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

234 深川医療器株式会社

広島市西区商工センター4-15-17

0804.0805.1501.1502.1503.1504

医療機械器具､衛生材料､家具､什器

235 株式会社福井厨房 福山営業所

福山市南手城町三丁目11番24号

0603.0901.1001

厨房機器､調理衣､ｼｭｰｽﾞ､食器調理道具

236 福島工業株式会社

福山市神辺町平野330

0603.5102

冷凍・冷蔵関係機器

237 有限会社 フクショウ

福山市東深津町3丁目11番23号

1001.1003

清掃用具･用品･洗剤類･ﾜｯｸｽ･ｺﾞﾑﾏｯﾄ

238 福山医療器株式会社

福山市三吉町3-4-8

0804.0805.0806

医療機械器具､衛生材料､医療用ﾌｨﾙﾑ

239 株式会社

広島市中区幟町5番1号

0601

分析機器･環境測定機器･測量機器

240 福山ゼネラル通信機販売株式会社

福山市南手城町三丁目19番7号

0702

通信用機器

241 株式会社福山ディエスジャパン

福山市新涯町2-5-14

0101.0104.0201.0204

文房具事務用品､事務用機器･機器･消耗品

242 福山ユアサ電機株式会社

福山市引野町三丁目2番9号

0201.0404.0405.0602.0701.5102

無停電電源装置、ﾊﾞｯﾃﾘｰ､電装品、重機・車両修理、受配電設備、
発電機、､UPS､屋外照明器具、電球等照明、機械製品修繕

243 藤井商事株式会社

福山市箕沖町105-3

0502.0602.0605.0801.0803

ｶﾞｽ類､産業用電気機械･作業用機械器具､医療用薬品､工業薬品

244 藤井旗店

広島県福山市曙町一丁目9番26号

0604.0901.0904.0905.0906.1203.1603

ﾎｰｽ・避難器具･救助器具･その他消防防災用品･制服･幕・靴・ﾊﾞｯ
ｼﾞ･看板等

245 藤システムズ株式会社

広島市西区中広町2-22-3

0104.3101.5102

圧着ｼｰﾗｰ機･紙折り機･裁断機等の販売･賃貸借及び保守

246 富士ゼロックス広島株式会社

広島市南区稲荷町2-16

0102.0104.0201.0202.0203.0204.1201.5104

用紙､OA機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､写真機､修繕

247 藤田化成株式会社

福山市引野町2-9-2

0803.1303.0501

工業薬品､ｾﾒﾝﾄ骨材､石油製品

248 フジ地中情報株式会社 広島支店

広島市西区庚午北2丁目16-4 ｼｬﾑﾛｯｸ
0201.0305.1606
ﾋﾞﾙ

OA機器･AV機器､印刷･製本､その他の物品(検針･漏水調査･料金徴収
等）

249 富士通株式会社 福山支店

福山市東桜町1-21

0201.0202.0203.0204

ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀﾌﾞﾚｯﾄ､ﾌﾟﾘﾝﾀｰ､OCR装置

0201.0202.0203

ｻｰﾊﾞｰ、ﾊﾟｿｺﾝ、ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、周辺機、OS、ｿﾌﾄｳｪｱ

0201

OA機器･AV機器

0201.0202.0203.0701.0702

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､通信用機器

福山営業所

福山コンサルタント中四国支社

株式会社富士通エフサス 中四国支社 広島支
広島市中区紙屋町一丁目2番22号
店
株式会社富士通ゼネラル
251
広島市西区南観音5丁目11番12号
中四国情報通信ネットワーク営業部
富士通ネットワークソリューションズ株式会
252
広島市中区紙屋町1-2-22
社 中国支店
250

253 株式会社富士通マーケティング 中国支社

広島市中区紙屋町1-2-22

0201.0202.0203.0204.3101

ｻｰﾊﾞ､ﾊﾟｿｺﾝ､USBﾒﾓﾘ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ､ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ

254 富士通リース株式会社 中国支店

広島市中区紙屋町一丁目2番22号

3101.3103.3106

情報処理機器、通信機器、複写機、医療機器等

255 フジテコム株式会社 広島営業所

広島市東区光町2-12-10

0601

理化学･厨房･消防機器等､水圧測定器

256 富士電機株式会社

広島市中区銀山町14-18

0601.0602.0702

理化学機器､産業用電気機械器具､通信用機器

福山市南蔵王町2-23-30

0603

調理台､流し台､配膳台､業務用冷蔵庫他

中国支社

257 株式会社フジマック中四国事業部福山営業所
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競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

広島県内

商号・名称

所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

258 藤原厨機株式会社

福山市地吹町3-4

0603.0905.1001.1002

厨房ｶﾞｽ器具･皮革･ｺﾞﾑ製品､荒物雑貨、漆器類

259 株式会社扶桑商会

福山市卸町1-1

0502.0604.0803.1301.1303.1304

ｶﾞｽ各種､ｵｲﾙﾌｪﾝｽ､工業薬品､ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

260 扶桑電通株式会社 福山営業所

福山市紅葉町3-33

0104.0201.0202.0203.0204.0604.0701.0702.1
複合機､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀﾌﾞﾚｯﾄ､周辺機器･ｿﾌﾄ関連･通信機器一式
201

261 株式会社

扶桑理化

福山市松永町6丁目20-12

0601.1101

分析機器､光学機器､試験検査機器､理科実験器具

262 双葉工機

株式会社

福山市沖野上町4丁目24番25号

0104.0201.0202.0203.0204

事務用品､OA機器･AV機器

263 株式会社

プロテック

福山市南蔵王町6丁目18番40号

0604.0702.1606

避難器具､音響機器､その他(防犯ｶﾒﾗ 防犯用品)､消火器･防災用品

264 株式会社

ベッセルテクノサービス

福山市南本庄三丁目4番27号

0604.1001.5101.5104

消防ﾎﾟﾝﾌﾟ､避難器具､消火器､洗剤類･その他の修繕

福山市新市町戸手662番地

0101.0102.0204.1303.1305.1307.1401.1402

文房具事務用品･用紙類･消耗品･木材他

266 北辰映電株式会社 福山営業所

福山市王子町1-7-21

0201.0701.1201.5102

AV機器､映像･音響機器､ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ､電気製品

267 ホシザキ中国株式会社 福山北営業所

福山市南蔵王町2丁目2番15号

0603.0602.0701.1001.1602.5104

厨房ｶﾞｽ器具、産業用電気機械器具、家庭用電気機器、荒物雑貨、
食品関係、その他修繕

268 株式会社

本多

福山市明神町2-11-18

1602.0604

業務用食品全般、防災用品(非常用備蓄食糧)

269 株式会社

マイティネット

広島市西区草津新町1丁目21番地35
号

0201

OA機器･AV機器

広島県福山市曙町一丁目18番12号

1301.1303

原材料･木材･水道資材･建設資材･ｱｽﾌｧﾙﾄ･再生砕石

福山市御幸町大字下岩成705-1

1101.0601.0603

学校教材教具･理化学機械器具･厨房･ｶﾞｽ器具

272 有限会社マツダ印刷所

世羅郡世羅町大字本郷674番地1

0301.0302.0306

印刷

273 マツダオ－トリ－ス株式会社

広島市中区基町11-10

3102

ﾘｰｽ（車両）

265 ホームプラザナフコ

270 前田道路株式会社
271 有限会社

新市店

福山営業所

松岡理化器械

広島市東区光町1-12-20 もみじ広島
1606.3106.5104
光町ビル

舞台照明設備機器

広島県福山市草戸町3-10-38

0603

理化学･厨房･消防機器等､厨房･ｶﾞｽ機器

276 丸善雄松堂株式会社 広島支店

広島市中区中町7番23号

0104.0201.0202.0203.0204.1101.1102.1501.1
事務用機器､ｿﾌﾄｳｴｱ､学校用教材教具､図書､家具､什器等
502.1503.1504

277 株式会社

福山市松永町351番地の3

1603

選挙用ﾎﾟｽﾀｰ掲示板（ｱﾙﾐ複合版）設置・保守及び撤去

278 丸茂電機株式会社 広島営業所

広島市中区銀山町1-11

0602

舞台照明器具等

279 株式会社

水みらい広島

広島市中区小町1-25

3106

ﾘｰｽ、その他のﾘｰｽ関係（浄水装置･水位計装置のﾘｰｽ）

280 株式会社

光成衡機

福山市箕沖町45-2

5104

計量器(ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ他軽量ﾃﾞｰﾀｰ処理ｼｽﾃﾑ)

広島市中区鉄砲町10-12

3101.3102.3103.3106

ﾘｰｽ(ﾚﾝﾀﾙ)､文具･OA機器､車両､電気･機械･医療機器､その他のﾘｰｽ

274 株式会社

松村電機製作所

275 株式会社マルゼン

中国支店

福山営業所

丸八

281 三菱電機クレジット株式会社

中国支店

12

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.
282

商号・名称

広島県内
所在地

三菱電機ビルテクノサービス株式会社
中国支社

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

広島市中区中町7-22

0602.0701

広島市中区大手町一丁目4番14号

0301.0303.0305.0901.0903.0904.1603.5101.5
印刷､印刷･製本､衣料･手芸､その他の物品､その他の修繕
104

284 ミドリ安全福山株式会社

福山市東深津町4-20-1

0604.0901.0904.0905.0906.1001.0804

防火服･防災用品･作業服･白衣･革靴･ｺﾞﾑ長靴等

285 三原プリント

三原市宮沖3丁目14番8号

0301.0306

印刷(軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷)･製本

福山市東手城町一丁目2番49号

0104.0201.0202.0203.0204.0701.0702

事務用機器､OA機器･AV機器､家庭用電気機器

287 宮地弘商事株式会社 福山支店

福山市三吉町5-5-4

0602.0701

ﾎﾟﾝﾌﾟ､空調機器

288 株式会社ミヤノメディックス

福山市吉津町12-5

0201.0204.0502.0601.0602.0603.0604.0801.0
OA機器､理化学･消防機器､医療衛生機器､修繕
804.0805.0806.0901.0905.1101.3103.5104

289 有限会社

三次防災

三次市十日市東三丁目12-1

0401.0604

消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車､積載車､消防用ﾎｰｽ･ﾎﾟﾝﾌﾟ､消防機材､消火器

290 株式会社

ムサシ

広島市中区本川町2-6-11

0104.0203.0303

事務用品､OA機器･AVV機器・ｿﾌﾄｳｴｱ､特殊印刷

広島市中区大手町二丁目8番4号

0601.0602.0605.0702.5102.5104

理化学･厨房･消防機器等､電気･通信機器､修繕

広島市中区大手町2丁目8番4号

0601.0602.0702.5104

283 株式会社

みづま工房

株式会社

286 三保電機株式会社

福山支店

中四国支店

291 株式会社明電エンジニアリング

中国支店

292 株式会社 明電舎 中国支店
293 メタウォーター株式会社

中国営業部

広島市中区大手町2-7-10 広島三井
ビル７階

産業用電気機械器具､家庭用電気機器

分析機器(光､その他)､ｴﾝｼﾞﾝ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、送風機、発電機、ﾓｰﾀｰ、自動
制御装置、受配電設備、固定局通信装置、移動局通信装置、その他
修繕
0201.0202.0203.0204.0601.0602.0702.0803.1 OA機器･AV機器､理化学､通信機器､工業薬品､原材料､その他の物品､
303.1307.5102.5104
修繕
衛生用空気清浄機､弱酸性水生成装置､波型手すり､微生物土壌改良
0602.0603.0804.1301.1402
材

294 株式会社メディシン

福山市野上町3-10-17

295 メディシンホールセラー株式会社

福山市野上町3-10-17

0801

医療用医薬品

296 株式会社メンテ・オオノ

広島市中区西白島町22番15号

0604.5104

消防･防災機械器具､その他修繕

広島市安芸区中野6丁目9番20号

0401

特装車両

298 ヤマキ産業株式会社

広島市佐伯区五日市町大字上河内
749番地3

0604.0701.0702

消火器､映像･音響機器､有線放送装置

299 株式会社山産 福山営業所

福山市西新涯町1-12-1

0401.0601.0602.0701.0702.1307.5102

特殊自動車､理化学機械､電気機器､機械類修繕

300 大和電気工事株式会社

福山市松浜町一丁目1番8号

0201.0602.0603.0604.0701.0702.1201

OA機器･AV機器､理化学､写真等

301 やまもと印刷

福山市駅家町大字万能倉1313-1

0301.0302.0303.0304.0306

印刷･製本

302 山本コーポレーション株式会社

尾道市東尾道11-17

0802.0803

農薬･工業薬品

303 ユニアデックス株式会社 中国営業所

広島市中区大手町2丁目7-10

0201.0202.0203

ﾊﾟｿｺﾝ､ｻｰﾊﾞ､SDｶｰﾄﾞ､USBﾒﾓﾘ､ｿﾌﾄｳｪｱ

304 有限会社吉田教材社

福山市神辺町川南276-12

0101.1101.1102.1103.1104

学校教材教具、文具

297 株式会社

モリタエコノス

広島支店
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競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

305 株式会社

吉谷

306 株式会社

ＲＩＺＥ

広島県内
所在地

広島支店

内容（コード番号：別表参照）

広島市中区大手町5-3-12
広島市中区舟入南5丁目5番23号
水ビル1Ｆ
販売事業本部広島

0401.0604

消防自動車､小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車､消防資材一式

1301.1310

常温合材･ﾀｯｸｺｰﾄ･速乾型ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材

福山市新涯町5-3-27

0102.0104.0201.0202.0203.0204.0702.0804.120
用紙類､事務用機器､通信用機器､電気･機械等
1.3101.3103.5102

308 リコーリース株式会社 中国支社

広島市中区八丁堀3-33

3101.3102.3103.3106

文具･OA機器､車両､電気･機械･医療機器､その他のﾘｰｽ関係

株式会社リサーチアンドソリューション広島
309
営業所

広島市中区八丁堀5-7

0201.0203

積算ｼｽﾃﾑ､ｻｰﾊﾞｰ､ﾊﾟｿｺﾝ等

310 菱信工業株式会社

広島市安佐南区伴南2-4-12

0602.0701.5102

冷凍機､空調関係機器､冷凍機冷暖房機空調機器修繕

311 株式会社レンタルのニッケン 福山営業所

福山市曙町2-11-15

0401.0403.0602.0605.1605

自動車､建設機械､作業用機械器具､その他の物品(ﾚﾝﾀﾙ)

312 ローレルバンクマシン株式会社

福山市東桜町6番33号

0104.0202.0203.1201

貨幣計算機･ICｶｰﾄﾞ･ICｶｰﾄﾞR/W･ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ･防犯ｶﾒﾗ

福山市曙町6-14-1

0403.0405

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売及び修理、検査

広島市南区宇品西2丁目7-18

0701.0805.0901.0902.0903.0905.1501.1502.150
家庭用電気機器､衛生材料､繊維､什器
3

307

リコージャパン株式会社
支社広島第三営業部

清

取扱物品

西部支社

313 ロジスネクスト中国株式会社
314

福山営業所
福山曙支店

ワタキューセイモア株式会社中国支店
営業所

広島

広島KSビル

14

