
電話番号
FAX番号

002407
㈱アースクリーン２１

代表取締役　原田　義夫

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所

0766-84-6648

0766-84-3650
射水市寺塚原905-3

防器

主として請け負う業務等

不用 他

＜市内＞
平成29年10月1日現在

リ掃リイ日雑 化薬

001778
㈲アクセス 0766-52-7557

射水市土合1572
衛材

代表取締役　河合  哲男 0766-52-7561

代表取締役　明野　寛昭 0766-82-7533
002508

㈲明野印刷 0766-82-3244
射水市二の丸町10-7

軽刷 般刷 特刷

店主　油谷　喬 0766-82-2123
002906

アルプス 0766-84-0899
射水市二の丸町9-24

運具 遊具 被服 章記 ゴ皮

代表取締役　粟江　健二 0766-52-6698
004290

㈲アワエ電工 0766-52-3795
射水市島1327

家電 電通 電材 諸機 鉄非

001790
㈲井上黒板製作所　射水営業所 0766-24-9628

射水市緑町10-6
調度 教材 標美 運具 楽器 遊具 家電 電通

代表取締役　原田　義夫 0766-84-4055

写真 試機 計機 日雑
リ車 リ機 リ放 リイ リ掃 美術 不用

003716
射水工業㈱ 0766-52-0336

射水市二口2487-1
防器 他防 リ他

004065
㈲イーシーエム 0766-82-7764

射水市寺塚原344
文具 用紙 調度 印章 書籍 地図 写機 光機

専務取締役　井上　秀行 0766-24-9631

試機 家具 内装 看板
福祉 医機 理材 化薬 他

食品 贈答 家具 肥飼
造園 農薬001793

いみず野農業協同組合 0766-52-0023
射水市北野1555-1

調度 家電 産機 車両 車品 石油 ガス 油脂

代表取締役　吉田  寛之 0766-52-0386

002587
㈲印刷の栄文社 0766-59-2926

射水市白石582-6
軽刷 般刷

代表理事組合長　水元　睦雄 0766-52-5955

003833
㈱エイ・テック　射水営業所 0766-52-8055

射水市あおば台1-48
般刷 写真

取締役　村上　澄恵 0766-59-2927

所長　川淵　久志 0766-52-8056

003637
㈱エル・プライムいなみ 0766-86-2775

射水市草岡町2-15-4
家電 電通 電材

所長　堀川　茂一 0766-24-6802
001816

大浦ビジネスマシン㈱　射水営業所 0766-55-5881
射水市戸破2412

文具 用紙 調度 事機 ＯＡ 電通 家具 リ機

代表取締役　井波　哲雄 0766-86-2823

002942
㈱織田 0766-55-0104

射水市戸破4112-1
厨房 諸機 石油 ガス

惣名　芳夫 0766-86-4494
家具 内装 リ機 リ放 不用002656

ＯＡコンサルタント 0766-86-4498
射水市東明西町2-2

文具 用紙 調度 事機 ＯＡ 教材 写機 光機

代表取締役　織田　寿一 0766-55-1896

家電 電通 電材 産機
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

0766-84-8470

001830
音頭金属㈱　富山営業所 0766-86-4500

射水市かもめ台145
仮材 リ機 リ他

002546
織田印刷 0766-82-2756

射水市立町17-17
軽刷 般刷 特刷

織田　正治

001835
㈲家具の森林 0766-55-0371

射水市三ケ848
家具 内装

所長　村上  明人 0766-86-4510

003605
㈱かもの 0766-86-0230

射水市堀岡古明神120
家電 電通 電材

代表取締役　森林　良治 0766-55-3132

004171
㈱川渕商店 0766-56-3232

射水市黒河一ツ山5084
文具 用紙 教材 標美

代表取締役　鴨野　順次 0766-86-1517

003768
㈱北野テック 0766-84-4123

射水市善光寺28-16
厨房 諸機

代表取締役　川渕　章 0766-56-3364

003612
㈱京和　中部支店 0766-82-7181

射水市今井71
鉄非

代表取締役　北野　文男 0766-84-1418

001861
㈱倉田冷熱 0766-55-3392

射水市三ケ923
家電 産機 厨房 諸機 防器 石油 ガス

支店長　奥井　秀昭 0766-82-1281

001872
㈱グランテック　射水営業所 0766-54-5220

射水市今井85
産機 計機 鉄非 路材 車両 リ車 リ他 他

代表取締役　倉田　昭一 0766-55-2226

001862
㈱クリシマ　射水本店 0766-53-0020

射水市布目沢315-6
家電 電通 電材 諸機 看板 標識

所長　西谷　功 0766-54-5235

002742
クレハ事務機販売㈱　射水営業所 0766-86-3267

射水市本江2904
文具 用紙 調度 印章 事機 ＯＡ 家具 福祉

取締役所長　東山　等 0766-53-0210

003343
黒川建設工業㈱ 0766-56-2135

射水市戸破1275
骨材 リ他

代表取締役　花房　端 0766-86-3267

家電
002611

ケイティケイ㈱　富山営業所 0766-56-6501
射水市流通センター青井谷1-5-4

文具 用紙 調度 印章 事機 ＯＡ 軽刷 般刷

代表取締役　黒川　恒至 0766-56-3040

004132
㈲肥田建設 0766-56-1854

射水市池多250-1
リ他

所長　麦谷　也人 0766-56-7261

001868
小杉エネルギー事業協同組合 0766-55-3394

射水市三ケ923
石油 ガス 油脂

代表取締役　肥田　晴久 0766-56-9201

代表理事　倉田　昭一 0766-55-2226
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

001870
㈲小杉自動車 0766-55-2233

射水市三ケ1500
車両 車品 リ車

章記 ゴ皮運具 遊具 路材 被服 繊他
001871

㈲小杉スポーツ 0766-55-1331

代表取締役　高寺　廣 0766-55-0202

家具 内装
001879

㈱米三　射水営業所 0766-56-7851
射水市浄土寺1545

調度

所長　藤澤　佳輝 0766-56-7852

家具
内装 他001883

㈲さえき教育設備  大門支店 0766-52-3777
射水市大門40

文具 用紙 調度 印章 書籍 地図 事機 教材 運具 楽器 遊具

射水市三ケ1038
教材

代表取締役社長　長谷　貞夫 0766-55-2151

004117
㈲坂田建設 0766-53-1126

射水市荒町110
リ他

支店長　佐伯　義雄 0766-52-3965

004360
坂田通商㈱ 0766-54-6589

射水市大江90
不用

代表取締役　金森　満弘 0766-53-1127

運具 楽器 遊具
001885

坂太屋 0766-55-0226
射水市三ケ3711

文具 用紙 調度 印章 事機 ＯＡ 教材 標美

代表取締役　坂田　賢 0766-54-6569

002484
坂吉㈱ 0766-52-3347

射水市新開発457
不用 他

代表　坂井　奉昭 0766-55-0173

002637
㈱佐々木リース商事 0766-52-4608

射水市中野620-1
車両 車品 リ車

代表取締役　金森　直男 0766-52-5141

004312
さわや食品㈱ 0766-51-6388

射水市広上2000-35
食品

代表取締役　佐々木　章 0766-52-5539

004169
三精工業㈱ 0766-82-3131

射水市奈呉の江13-8
事機 家具

代表取締役社長　澤谷　晴彦 0766-51-6390

002501
㈲塩谷印刷 0766-82-4563

射水市港町25-23
軽刷 般刷 特刷

笹谷　誠 0766-82-1139

002767
塩谷建設㈱　いみず営業所 0766-56-3020

射水市浄土寺字林寺1662
リイ

取締役　塩谷　紀美枝 0766-82-5431

003868
㈲システムホリタ 0766-52-1455

射水市新開発72
厨房

所長　鏡　宏二 0766-56-7346

002301
昌栄産業 0766-52-3980

射水市北野1552-1
軽刷 般刷 特刷

代表取締役　堀田  哲雄 0766-52-4466

高木 教房 0766-52-3981
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

001913
㈱上智　射水支店 0766-57-1219

射水市三ケ2501-5
ＯＡ

遊具 理材 リ機用紙 調度 事機 ＯＡ 教材
002828

㈱昌文堂　射水営業所 0766-52-2635

支店長　吉田　勉 0766-57-1219

化薬 リ他
001920

新高清掃㈱ 0766-55-1373
射水市本開発550

日雑

代表取締役　金井　武史 0766-55-2315

003182
新港宣伝社 0766-84-4555

射水市松木252-2
看板 標識

射水市大門180
文具

所長　江守　淳一 0120-21-2482

003663
㈱伸和設備工業 0766-52-4270

射水市八塚227-3
厨房 諸機

松本　清 0766-84-2904

001942
㈱宣広　小杉営業所 0766-55-8585

射水市稲積671
看板 標識 他

代表取締役　道古　伸夫 0766-52-5768

003996
大洋汽力工業㈱ 0766-52-2020

射水市土合1486
化薬

須藤　芳朗 0766-55-8586

002954
㈲太陽空調サービス 0766-55-4610

射水市戸破714
産機 厨房 諸機 防器 化薬 他

代表取締役　大井  健 0766-52-4294

002562
㈱高岡市衛生公社　射水営業所 0766-82-1221

射水市川口836-1
不用 他

代表取締役　中田　賢一 0766-55-4615

002299
髙橋電機商事㈱ 0766-52-6100

射水市赤井145-1
事機 ＯＡ 写機 家電 電通 電材 諸機

所長　川端　聰 0766-82-1221

004348
㈱タケウチ工業 0766-83-0888

射水市作道268
リ他

代表取締役　高橋　洋 0766-52-5580

001971
㈱ダスキン北陸　小杉営業所 0766-56-3330

射水市流通センター水戸田3-1-5
調度 リイ リ掃

代表取締役　竹内　誠 0766-83-0889

001977
㈱タニグチ印刷 0766-86-1376

射水市東明中町7-1
軽刷 般刷 特刷

所長　縁山　大二郎 0766-56-3310

002995
中部交通標識㈱　射水営業所 0766-55-1820

射水市手崎474-1
防器 鉄非 建材 路材 看板 標識

代表取締役　荒谷　英和 0766-86-1578

003510
千代田機電㈱　射水営業所 0766-56-8356

射水市三ケ1888
産機 仮材 車両 リ車 リ他 不用

所長　米沢　由貢 0766-55-1393

営業所長　有吉　亮平 0766-56-8357
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

003500
㈲ティーディーエス 0766-52-0400

射水市中野620-1
車両 車品 リ他

電通 電材
002536

㈲電協舎 0766-84-6001

代表取締役　佐々木  章 0766-52-5539

リ他
004123

㈲土合興業 0766-56-1318
射水市橋下条1070

骨材

代表取締役　土合　功 0766-56-7818

001996
といでや 0766-56-2300

射水市橋下条655-1
調度 家具 内装

射水市本町3-6-12
家電

代表取締役　原田　寛之 0766-84-6002

002007
道路技術サービス㈱ 0766-56-4748

射水市橋下条527
路材 看板 標識 リ他

戸出　富志幸 0766-56-2364

002904
富美道路㈱ 0766-52-5162

射水市上条177
路材 油脂 看板 標識

代表取締役　山本　光夫 0766-56-6615

002018
㈲ＴＯＭＯ社 0766-84-8866

射水市寺塚原111
文具 用紙 書籍 教材 運具 楽器 遊具

代表取締役　檜谷　千栄子 0766-52-6062

004139
富山いすゞ自動車㈱  呉西サービスセンター 0766-51-6111

射水市広上2000-36
車両 車品

代表取締役　勝山　貴仁 0766-84-3388

002888
富山県標識保全㈱ 0766-55-1737

射水市本開発1049-1
他防 路材 仮材 看板 標識

センター長　山田　久男 0766-51-6114

002035
富山トヨタ自動車㈱　小杉店 0766-57-1414

射水市戸破1723-1
車両 車品 リ車

代表取締役　宮丸　正行 0766-55-1814

002075
日本海ガス㈱　西部支社 0766-84-8118

射水市作道691
厨房 石油 ガス

店長　古澤　克行 0766-57-1771

002077
日本海航測㈱　富山支店射水営業所 0766-55-5991

射水市戸破5223
ＯＡ 写真

マネージャー　泉　広幸 0766-84-6642

002078
㈱日本海コンサルタント　富山支店射水営業所 0766-55-4581

射水市戸破5223
ＯＡ 写真

所長　今井  克士 0766-55-5992

002079
日本海産商㈱　富山営業所 0766-57-1580

射水市塚越1853
石油 ガス

所長　森　達雄 0766-55-4582

002049
日本キャタピラｰ(同)　富山営業所 0766-52-1771

射水市新開発657
産機 リ車 他

所長　甚内　智貴 0766-57-0321

所長　石本　浩一 0766-52-3794
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

002359
㈲ネスト　射水支店 0120-87-0531

射水市下条718
教材 標美 運具 楽器 遊具

車品 リ車
002924

㈱野上自動車 0766-59-2311

支店長　清沢　伸之 0120-87-0539

リ車
002104

㈱ハシバ 0766-55-3848
射水市三ケ1522

車両

代表取締役　橋場　真一郎 0766-55-4848

003844
㈱ばんどー工業 0766-55-3036

射水市戸破2864
厨房 諸機 防器

射水市加茂中部358
車両

代表取締役　野上　正博 0766-59-2312

試機 計機 リ放
002348

㈱ヒロセムセン 0766-52-0253
射水市大門156-3

事機 ＯＡ 写機 家電 電通 電材 厨房 諸機

代表取締役　坂東　実 0766-55-3160

003502
㈱フジノ電設工業 0766-56-3947

射水市太閤山4-8-1
家電 電通 電材

代表取締役　廣瀬　友信 0766-52-1705

002146
㈱二口印刷 0766-84-1212

射水市作道695
用紙 軽刷 般刷 特刷

代表取締役　藤野  良成 0766-56-3953

003450
㈱二口オフィス　射水事務所 0766-55-4635

射水市戸破4033
文具 用紙 調度 印章 事機 ＯＡ 写機 電通

代表取締役　二口　弘一 0766-84-1213

002149
㈱舟木書店 0766-55-0067

射水市戸破6359
文具 用紙 調度 書籍 地図 教材

取締役　山田  敏夫 0766-55-4655

003507
ブリヂストン富山臨港タイヤセンター㈲ 0766-84-1886

射水市作道306
車品

代表取締役　舟木　敏夫 0766-55-3973

004109
プロメディカル㈱　富山営業所 0766-50-9588

射水市太閤山1-133-1
福祉 医機 理材 衛材 リ他

取締役社長　竹本  稔 0766-84-1936

004310
紅粉商店 0766-52-3033

射水市北高木137-2
食品

所長　埜田　悠祐 0766-50-9589

002022
㈱北陸近畿クボタ　小杉物流センター 0766-56-0200

射水市水戸田3-3-3
産機

社長　紅粉　博則 0766-52-3448

004166
北陸航測㈱　射水支店 0766-50-8902

射水市戸破1587-8
地図 ＯＡ 特刷 写真

所長　谷内　信彦 0766-56-1426

002178
㈱北陸製版センター　新湊工場 0766-86-2266

射水市片口久々江錦799-42
印章 軽刷 般刷 特刷

支店長　朝田　要 0766-50-8903

代表取締役　中村　剛靖 0766-86-2220
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成29年10月1日現在

003106
北陸ポートサービス㈱　地域資源循環事業本部 0766-86-3377

射水市片口久々江字錦674-2
肥飼 不用

003717
㈱前田土木 0766-52-0571

代表取締役　加治  幸大 0766-86-3737

車品 リ車
003238

㈱松田自動車 0766-86-1133
射水市七美中野63-11

車両

代表取締役　松田　治男 0766-86-1137

002205
㈲マツノ楽器 0766-84-4136

射水市中新湊2-12
教材 楽器

射水市小林476
産機

代表取締役　前田　幸二 0766-52-0308

003770
丸芳工業㈱ 0766-56-1255

射水市三ケ2488-3
厨房 諸機

取締役　松野　隆貢 0766-84-2852

002577
萬葉電気工事㈲ 0766-84-3237

射水市奈呉の江8
家電 電通 電材

代表取締役　稲積　茂 0766-56-3579

厨房 諸機 防器 家具
医機002539

㈱室谷電機 0766-82-3690
射水市中新湊9-14

事機 ＯＡ 写機 光機 家電 電通 電材 産機

代表取締役　小栗　淳一 0766-84-8583

004074
めぐみ環境㈱ 0766-52-6226

射水市赤井115-1
化薬 他

代表取締役　室谷　行雄 0766-82-9243

004317
㈱メディセオ  高岡支店 0766-57-8840

射水市流通センター水戸田3-1-2
医機 理材 医療 化薬 衛材

代表取締役　竹内　秀樹 0766-52-6275

004061
㈱ヤス・カワ紙商事 0766-52-5788

射水市北高木457-1
用紙 特刷 日雑 リ機

支店長　片山　剛 0766-57-8843

002237
㈲山下印刷 0766-56-0695

射水市太閤町46-3
用紙 軽刷 般刷 特刷

代表取締役　安川　甚一 0766-52-5789

002470
㈲山住商店 0766-84-1296

射水市八幡町2-7-31
不用

代表取締役　後　一朗 0766-56-0696

002243
山本製畳㈲ 0766-55-0315

射水市三ケ3315
内装

代表取締役　山住　龍男 0766-84-5439

004162
㈱勇気の花 0766-84-5050

射水市庄川本町27-1
文具 用紙 調度 事機 ＯＡ 写機 家電 リ機

取締役　山本　幸雄 0766-55-2644

003080
㈱陽光興産　射水支店 0766-53-1233

射水市生源寺304-8
路材 看板 標識

代表取締役社長　魚　敬丈 0766-84-5021

支店長　赤尾　進 0766-53-1443
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002352
㈱ヨシカワ　射水営業所 0766‐52-8355

射水市北高木105-11
産機 防器 仮材 リ車 リ掃 リ他 不用

002247
㈱ヨシダ 0766-52-4116

所長　福井　直人 0766‐52-8377

般刷 写真 看板用紙 調度 事機 ＯＡ 軽刷
002254

㈱立業社　射水営業所 0766-57-3200
射水市中太閤山16-18

文具

課長　川尻　剛 0766-23-4247

002262
ワタキューセイモア㈱　北陸営業所 0766-51-6260

射水市広上2000-27
被服 衛材 リ他

射水市新開発650-1
不用

代表取締役　吉田　俊平 0766-52-5452

所長　岩崎　克哉 0766-51-6234
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