競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

1

株式会社

2

アール・シー・エス

広島県外
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

香川県高松市錦町2-2-17

0201.0203

ﾊﾟｿｺﾝ､ﾌﾟﾘﾝﾀ及び周辺機器､ｿﾌﾄｳｪｱ

ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

3101.3103.3104.3106

ﾘｰｽ(文具･OA機器･電機･機械･医療機器･教材･教育関連機器)･その他
のﾘｰｽ物件

3

赤坂印刷株式会社

山口県周南市大字馬神字松川854番
地1

0301.0302.0303

広告・帳票類・ｼｰﾙ・ﾗﾍﾞﾙ

4

旭機械株式会社

岩手県北上市鍛冶町2丁目12-16

1606.5102

その他の物品､修繕･機械類

5

アシスト

株式会社

愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目
1310番地

0301.5104

印刷､その他修繕､保健福祉に係る調査･計画策定･電算業務等

6

株式会社
部

麻生

福岡県飯塚市芳雄町7番18号

1606

その他の物品関係（病院の経営改善支援業務）

7

株式会社アルカディア

大阪府箕面市箕面6-3-1

0201.0702.1606

OA機器､電気･通信機器､ASPｻｰﾋﾞｽ

8

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社

東京都大田区山王一丁目3番5号

0702

通信用機器

9

株式会社

名古屋市中区栄一丁目29-29

1101

小中学校用英語教育教材

10

伊藤忠エネクス株式会社
電力・ユーティリティ部門

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 1606

その他の物品（電力供給）

11

株式会社伊藤鐵工所

大阪府吹田市南金田2丁目13-12

0602

産業用電気機械器具

12

株式会社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 飯田橋ｸﾞﾗﾝ･ﾌﾞﾙｰﾑ

0201.0202.0203.0204.0702.3101.3106

OA機器･AV機器･ｿﾌﾄｳｴｱ､SIMｶｰﾄﾞ､ｻｰﾊﾞ等

13

株式ヴァイオス

和歌山県和歌山市西庄295番地の9

1606

その他の物品

14

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
中・四国支店

愛媛県松山市一番町1丁目15番2号
松山1地番町ビル4F

1606.5104

修繕･水道ﾒｰﾀｰ検針･漏水調査及び管路診断

15

株式会社魚国総本社

大阪府大阪市中央区道修町1-6-19

1606

その他の物品（給食調理業務）

16

株式会社衛生センター

岡山市南区当新田443番地の1

5104

その他修繕（特別管理･廃棄物収集運搬及び処理)

17

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
営業統括本部

東京都江東区新木場1丁目18番7号

0101.0203

ﾊﾟｿｺﾝ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾌﾟﾘﾀ、OS等､その他のﾊﾟｿｺﾝ用ｿﾌﾄ、周辺機器等

18

エフビットコミュニケーションズ株式会社

京都市南区東九条室町23番地

1606

その他の物品関係(電力供給)

19

ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社
リース営業部

東京都港区芝5丁目34番6号

3102

ﾘｰｽ、車両（自動車ﾘｰｽ）

20

株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目20-2

0201.0203

OA･AV機器､ｿﾌﾄｳｪｱ開発､ｼｽﾃﾑ保守

21

株式会社えむぼま

愛媛県松山市余戸中4丁目5番43号

0702

電気・通信機器、通信用機器

22

株式会社LSIメディエンス

東京都千代田区内神田一丁目13番4
号

0804.0801

医療用薬品、医療機械器具

23

近江度量衡株式会社

滋賀県草津市東矢倉3-11-70

0102.0104.0201.0202.0203.0204.0601

用紙･印刷機･PCおよび周辺機器･計測機器

24

大阪ガスセキュリティサービス株式会社

大阪市淀川区十三本町三丁目6番35
号

1606

その他の物品（高齢者向け緊急通報装置及び業務委託）

病院コンサルティング事業

アルティアセントラル

大阪支店

エムティーアイ

1

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県外
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

25

大津寄教材社

岡山県井原市井原町1315

0904.1001.1102.1103.1104.1105

幼児教材､玩具等､運動用品､ﾃﾝﾄ及び天幕､洗剤類

26

岡山機設株式会社

岡山県岡山市南区浜野4丁目5番4号

0601.0602.0803.5102

測量機器､ｴﾝｼﾞﾝ､ﾎﾟﾝﾌﾟ､試薬等､機械設備修理

27

株式会社

会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町16

0201.0301.0306.0702.1606

OA機器･AV機器､印刷･製本､その他の物品､ｼｽﾃﾑ関係機器･会議録調
製

28

株式会社

管総研

兵庫県尼崎市浜1丁目1-1

0203.3101

ｿﾌﾄｳｪｱの販売・ｼｽﾃﾑ開発、賃貸借

29

株式会社ぎじろくセンター

山口県宇部市大字西岐波1540-12

1606.0203.0702

議会会議録作成､ｿﾌﾄｳｪｱ､議場音響録音機器等

30

北日本コンピューターサービス株式会社

秋田市南通築地15-32

0201.0203.3101

機器､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具･OA機器

31

株式会社教育公論社

東京都港区白金台3丁目2-10

1102

教材･図書

32

共立機巧株式会社

愛知県名古屋市中村区岩塚本通3-3

1606.5104

その他の物品・修繕

33

極東サービス株式会社

兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

0602

産業用電気機械器具(清掃工場天井ｸﾚｰﾝ･ﾊﾞｹｯﾄ及び関連部品)

34

近畿工業株式会社

兵庫県三木市別所町巴20

1606

その他の物品･振動機･破砕機

35

草竹コンクリート工業株式会社

奈良市南京終町4-247

1304

水道用ﾎﾞｯｸｽとその鉄蓋類､ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

36

株式会社熊谷興産

岡山県岡山市北区青江5-22-34

1301.0803

原材料･木材･水道資材･建築資材､薬品･医療機器

37

ＫＳＳ株式会社

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70-2 1501.1502.1503.5104

議場家具､教育施設用学生机･椅子､移動ｽﾃｰｼﾞ等諸設備及び備品､劇
場椅子の保守点検業務

38

一般財団法人

東京都中央区日本橋大伝馬町11-8

1102

書籍､雑誌

39

株式会社現代けんこう出版

東京都墨田区両国1-12-8

0301.0303.1102

印刷、図書類

40

神戸綜合速記株式会社

神戸市中央区北長狭通4-3-8

0201.0301.0306.0702

OA機器､印刷･製本､通信用機器

41

国土情報開発株式会社

東京都世田谷区池尻2-7-3

0101.0201.3101

文房具事務用品･機器･文具･OA機器

42

株式会社五藤光学研究所

東京都府中市矢崎町四丁目16番地

0601.5102

光学機器、電器製品、機械製品の修繕

43

株式会社

東京都文京区本郷2-27-18

0301.1102

印刷･製本､音楽･体育用品

44

有限会社サイシン広告

埼玉県秩父市下影森4057番地11

1606

その他の物品（各種啓発用回覧板･広報綴り･ﾌｧｲﾙ･ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ）

45

西戸崎興産株式会社

島根県江津市都野津町2308-12

0803.1303.1310

上下水道用ろ過砂､ろ過砂利､有孔ﾚﾝｶﾞ､活性炭

46

株式会社 サイネックス

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目6
番13号

0301

ｵﾌｾｯﾄ印刷

47

三幸工業株式会社

北九州市小倉帰宅米町2-2-1

0203

水道施設管理システム

48

サンテクノサービス株式会社

大阪市北区南森町2丁目4番32号

5104

その他の修繕･上水下水道運営管理

大阪営業所

建設物価調査会

コンヴィヴ

島根事業所

2

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県外
所在地

内容（コード番号：別表参照）

49

三和興産株式会社

山口県宇部市文京町2-17

50

株式会社シーモス

徳島県三好市池田町サラダ1811番地
1606.3106
1

その他の物品関係・ﾘｰｽ関係（緊急通報装置）

51

ジェイフィルム株式会社

東京都千代田区東神田2-5-15

その他の物品包装･梱包資材（指定ごみ袋･ﾎﾟﾘ袋)

52

株式会社ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 3101.3103.3104.3106

ﾘｰｽ(OA機器､電気･機械･医療機器･教材･教育関係機器）

53

有限会社シグナル

北海道札幌市東区北十五条東18丁目
1102
1番26号

交通安全啓発資料・消費者行政啓発資料

54

四国テクニカルメンテナンス株式会社

香川県高松市室新町966-1

5104

修繕･その他の修繕

55

株式会社システム環境研究所

大阪府吹田市広芝町5番4号

1606

その他の物品

大阪事務所

0104.0201.0702.3101

取扱物品

1604

複写機､印刷機､OA機器AV機器､電話交換機等

島津システムソリューションズ株式会社福岡
支店
株式会社ジャパンインターナショナル総合研
究所

福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多
0601.1606.5104
ビル2階
京都市右京区西京極西池田町9-5西
0301.0306.1606
京極駅前ビル6階

58

周南マリコム株式会社

山口県周南市入船町2-3

0702

電気･通信機器､･通信用機器(緊急通報装置)

59

株式会社

香川県観音寺市古川町711番地1

0201.0203.0305.1606

OA機器･AV機器､航空写真､調査研究､ｿﾌﾄ開発

60

株式会社スマートバリュークラウドイノベー
ション Division

大阪市西区靭本町2-3-2なにわ筋本
町MIDビル４階

1606

その他の物品(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成､ｼｽﾃﾑ開発)

61

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5-1

0604.0804.1606.3103.3106

消防･防災用品､AED､防犯ｶﾒﾗ､防災警報機器

62

瀬戸内教材

岡山県倉敷市玉島上成482-5

1103

保育用品

63

株式会社綜合システム技研

大阪市西区江戸堀1-23-13

0203.0201

ｿﾌﾄｳｴｱ､OA機器

64

株式会社ソフトウェア・サービス

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目6番
0201.0203.5104
1号

OA機器･ＡＶ機器･ｿﾌﾄｳｪｱ､修繕

65

ソフトバンク株式会社

東京都港区東新橋1丁目9番1号

0201.0702.1606.3101.3106

OA機器･AV機器､通信機器､その他のﾘｰｽ関係

66

ソリマチ株式会社

新潟県長岡市表町一丁目4番地24

0203

OA機器･AV機器､ｿﾌﾄｳｪｱ

67

第一環境株式会社

岡山市北区下石井2-3-8

1606

その他の物品

68

第一合成株式会社

大阪市東淀川区東中島1-18-5大阪丸 0101.0102.0601.0803.0805.1001.1101.150
封筒･用紙･拓本ｾｯﾄ･勾玉作りｾｯﾄ･遺物注記ｼｽﾃﾑ
ビル6Ｆ
1.1504.3103

69

第一法規株式会社

東京都港区南青山2-11-17

0301.1102.1606

製本･編集･印刷､書籍､例規集ｼｽﾃﾑの作成

70

高千穂商事株式会社

東京都港区虎ノ門5-3-20-415

0303

特殊印刷（偽造防止用紙印刷）

71

株式会社タクマ

兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

0201.0202.0203.5104

機器、用品、ｿﾌﾄｳｪｱ、その他の修繕

72

株式会社タクマテクノス西日本支社

兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

1606.0803

その他の物品･ごみ焼却処理施設の管理､薬品

56
57

上智

中四国支店

中・四国支店

3

分析機器(ｶﾞｽ)､環境測定機器､計装機器(流量計等)
軽印刷ｵﾌｾｯﾄ印刷･製本･その他物品関係

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

広島県外
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

73

株式会社タケミ・コーポレーション

大阪府堺市西区山田2丁191番地1

0803.1307.1310.1606

活性炭･粒状活性炭､ろ過砂･ろ過砂利

74

株式会社タナカ関西ディスプレイ

大阪府東大阪市川田3-3-27

1603

その他の物品(看板・広告・展示品)

75

田中機電工業株式会社

岡山市北区横井上1696-2

0602

ｴﾝｼﾞﾝ･ﾎﾟﾝﾌﾟ･送風機･発電機･汚水処理装置

76

株式会社 丹青社

東京都港区港南一丁目2番70号

1504.1606

什器及び展示用特注什器類､その他の物品（看板･広告等）

77

株式会社

高松市林町2217-15
化センタービル

0104.0201.0202.0203.1102

事務用機器､OA機器･AV機器､ｿﾌﾄｳｪｱ､図書類

78

株式会社中国パラテックス

1307.5104

水道資材､その他の修繕

79

ＴＩＳ株式会社

0201.5104

ﾊﾟｿｺﾝ､ﾊﾟｿｺﾝ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ､その他の修繕（OA機器賃貸借）

80

東京インタープレイ株式会社

0203

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ･ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

81

東京センチュリー株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

3101.3102.3103.3106

電子計算機ほかあらゆる機器と設備のﾘｰｽ

82

株式会社東京法規出版

東京都文京区本駒込2-29-22

0301.0303.0305.0604.0804.1102.1203.160
小冊子､ﾘｰﾌﾚｯﾄ､防災ﾏｯﾌﾟ､防災用品､医療機器､啓蒙啓発用物品
3

83

東洋メンテナス株式会社

大阪府東大阪市本庄西一丁目10番24
5104
号

施設維持管理･排水地清掃

84

株式会社トータルメディア開発研究所

東京都千代田区紀尾井町3番23号

1603

展示製作､模型､展示品､ｻｲﾝ､映像等

85

株式会社トーヨーコーポレーション

大阪市西区江戸堀1丁目21番35号

5102

修繕(非常用自家発電設備保守点検整備)

86

株式会社

図書館流通センター

東京都文京区大塚3丁目1番1号

0201.1101.1102.1104.1504.1606

AV機器､視聴覚教育機器､書籍､雑誌､地図等

87

中里建設

株式会社

栃木県佐野市栃本町1051

5104

その他の修繕

88

長田広告

株式会社

愛知県津島市東柳原町5-5-1

1603

看板・広告宣伝

89

株式会社ナカノ

大分県中津市大字野依702-1

1603.0901.0904.0104

選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示板･選挙用品･選挙用事務機器

90

株式会社西日本環境

神戸市長田区長田町7丁目3番2号

1606

その他の物品

91

株式会社西日本ジュネリック

岡山市北区田中153-101

0801

医療用薬品

92

株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-9

1103.1606

保育用品･その他（人材派遣・受付等）

93

株式会社ニック

福岡県大野城市川久保3-1-23

0101.0203.3106

ﾌｧｲﾙ､ﾎﾞｯｸｽ､保存箱､ｶｰﾄﾞｹｰｽ､保険証ｶﾊﾞｰ､印鑑登録証､印鑑登録証
ｹｰｽ､ﾊﾞｲﾝﾀﾞ､製本ｾｯﾄ、自立支援ｼｽﾃﾑ、障害福祉業務総合支援ｿﾌﾄ賃
貸借、障害者台帳・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ賃貸借

94

日本カルミック株式会社

東京都千代田区九段南1丁目5番10号 3106

ﾘｰｽ(ﾚﾝﾀﾙ)､その他のﾘｰｽ関係

95

株式会社 日本教育新聞社

東京都港区白金台3丁目2-10

教材･体育用品･図書類

地域科学研究所

香川事務所

産業公共事業本部

ニチイ学館

香川産業頭脳

岡山市南区新保1116-7
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番1
号
東京都千代田区岩本町一丁目12番4
番

1102

4

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

96

一般社団法人

97

株式会社
所

98
99

広島県外
所在地

取扱物品

東京都新宿区市谷田町1-10

1103

保健用品

山口県山口市小郡高砂町2-7

0601.0602.0803.5102

ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｺﾝﾍﾞｱ･塩化第二鉄･苛性ｿｰﾀﾞ等､電気器具･機械器具の修繕

日本教育情報機器株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目7番1号

0201.3101

OA機器･AV機器、機器（OCR､OMR、ﾊﾟｿｺﾝ及び周辺機器）、ﾘｰｽ(ﾚﾝﾀ
ﾙ)、文具･OA機器

日本システムケア株式会社

東京都品川区東品川二丁目3番12号

1606

その他の物品

100 日本スタンドサービス株式会社

大阪府大阪市新開2丁目11-17

5104

その他修繕

101 株式会社日本選挙センター

東京都千代田区神田神保町1-34

0904

選挙物品

102 日本ソフト開発株式会社

滋賀県米原市米原西23番地

0201.0202.0203.0702.3101

OA機器･AV機器､電機･通信機器､通信用機器(無線機)､ﾘｰｽ

103 日本液炭株式会社

岡山県倉敷市阿知1-15-15
コク生命ビル４階

0502

石油製品･燃料等､ｶﾞｽ類

兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地

1606

その他の物品(要介護認定事務･医療事務等)の役務提供

105 日本ビソー株式会社本設ゴンドラ福岡支店

福岡県福岡市東区多の津4-3-58

5102

機械類修繕(ｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備機械の修繕､保守点検)

106 ネットワンシステムズ株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
0201.3101
JPタワー

OA機器･AV機器､ﾘｰｽ

107 株式会社ＨＡＲＰ

北海道札幌市中央区北一条西6-1-2

電子申請･施設予約(ASP)

104

日本家族計画協会

内容（コード番号：別表参照）

日本管財環境サービス

山口営業

中四国支社

株式会社日本ビジネスデータープロセシング
センター

108 八光海運株式会社

熊本支店

倉敷フ

0203

熊本県上天草市大矢野町登立3355-1 1606

その他の物品（廃棄物処理）

109 株式会社ビザビ

岡山県岡山市北区内山下1-3-1

1606

ｲﾍﾞﾝﾄ企画･制作･運営､地域情報誌出版･販売､採用ｻﾎﾟｰﾄ

110 日立キャピタル株式会社

東京都港区西新橋一丁目3番1号

3101.3103.3104.3106

機器･教材･その他のﾘｰｽ

大阪市此花区西九条5丁目3番28号

1606

その他の物品

新潟市北区島見町3307-16

1606

その他の物品(火葬場施設の備品・用品・消耗品)

111 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

西日本支社

112 富士建設工業株式会社
113

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公
福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号 0104.0201.0203.0204
共事業本部 西日本支店

文具・事務用品(事務用機器)､OA機器･AV機器(機器・ｿﾌﾄｳｪｱ・消耗品)

114 扶桑建設工業株式会社

香川県高松市郷東町792-105

0601.0602.0803.1307.5101.5102.5104

環境測定器、ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾓｰﾀｰ等、苛性ｿｰﾀﾞ・硫酸等、水道用継手類、壁・天
井・床の修繕、電気製品・機械製品の修繕、その他の修繕

115 株式会社ブレインサービス

大阪市西区阿波座2-4-23

0201.1606

OA機器､AV機器､その他(地域包括支援ｾﾝﾀｰ向けｼｽﾃﾑ開発･保守)

116

株式会社ベネッセコーポレーション
部

117 株式会社ボーダーリンク
118 株式会社 ホープ
119 株式会社

マーク

営業本

岡山県岡山市北区南方3丁目7番17号 1101

学校教材教具

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目
1606
16-1 ACROSS8階
福岡市中央区薬院1-14-5ＭＧ薬院ﾋﾞ
0301.0302.0306.1603.1606.3103
ﾙ5Ｆ
岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12番
1603.0904
1号

5

その他の物品
広告宣伝､印刷製本､その他(電力販売、乳児室リース)
看板､のぼり旗､横断幕･懸垂幕･腕章

競争入札参加資格（物品）登録業者
No.

商号・名称

120 株式会社マニックス
121 株式会社

関連事業統括部

丸善グループ

122 三谷コンピュ－タ株式会社
123

三井住友トラスト・パナソニックファイナン
ス株式会社

124 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
125

三菱電機インフォメーションシステムズ株式
会社 関西支社

126 株式会社

名豊

127 メディアインターナショナル株式会社

広島県外
所在地

内容（コード番号：別表参照）

取扱物品

兵庫県神戸市長田区御屋敷通5丁目1
5104
番16号

その他の修繕

岐阜県岐阜市則松2丁目12番地1

公営選挙用ﾎﾟｽﾀｰ掲示板、公営選挙用ﾎﾟｽﾀｰ掲示板賃借

1603.3106

福井県坂井市岡町熊堂第3号7番地10203.0302
13

ｿﾌﾄｳｪｱ､印刷

東京都港区芝浦1丁目2番3号

3101.3103.3106

情報通信機器･事務用機器･建設機械等のﾘｰｽ

東京都中央区日本橋2-11-2

1606

電力供給

大阪府大阪市北区中之島6-2-40

0201.0203.0204.3101

図書館ｼｽﾃﾑに係る機器一式及び賃貸借･ｼｽﾃﾑ開発･保守

名古屋市中区松原二丁目2-33

0301

軽印刷･ｵﾌｾｯﾄ印刷

福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33
0904.0905.1001.1604
はかた近代ﾋﾞﾙ2F
愛知県名古屋市中区新栄一丁目4番
3106
14号

衣料･寝具･手芸･ｺﾞﾑ製品･荒物･雑貨･その他の物品

128 株式会社

メディウムジャパン

129 株式会社

山口商会

倉敷市浜ノ茶屋一丁目4-23

1603

掲示板

130 株式会社

大和速記情報センター

大阪市中央区道修町1-7-1

1606

その他の物品（速記･会議録作成･ｼｽﾃﾑ開発等）

131 ヤマハサウンドシステム株式会社 大阪営業所 大阪市淀川区西中島4丁目7番18号

その他のﾘｰｽ関係

0702

通信用機器

132 株式会社ライズファクトリー

東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

0301.0303.1102.1203.1603

印刷･製本､教材､ｷﾞﾌﾄ･記念品類､看板･広告宣伝

133 株式会社リプロ

岡山市南区中畦1186番地

1606

その他の物品

134 株式会社両備システムズ

岡山市南区豊成2-7-16

0201.0203.0204.0302.0305.0306.3101

OA機器･AV機器､印刷製本､電子機器･ｼｽﾃﾑﾘｰｽ

135 ワールドウォーターバッグ株式会社

大阪市東住吉区今川1丁目6-23

0604

非常用飲料水袋6ℓ用

6

