
電話番号
FAX番号

取締役営業本部長　松本　誠 03-6279-0978
004445

㈱エスアールエル 03-6279-0939
東京都新宿区西新宿2-1-1

他

所長　西川　祐 052-955-8613
002986

㈱ウォーターテック　名古屋営業所 052-955-8612
名古屋市中区錦3-7-9

化薬 他

001787
㈱石川コンピュータ・センター 076-268-8312

石川県金沢市無量寺町ハ6-1
ＯＡ リ機

代表取締役社長　敷島　哲也 054-334-4990
002600

㈱伊藤鐵工所 054-334-2149
静岡市清水区幸町2-12

産機 他

代表取締役社長　山浦　伯之 076-268-7492

支店長　山添　喜一郎 076-260-8040
004069

石垣メンテナンス㈱　北陸支店 076-260-8150
石川県金沢市広岡1-1-10

化薬 他

代表取締役　山岸　高広 03-3773-7912
004435

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ 03-3773-2021
東京都大田区山王1-3-5

電通

代表取締役　天白　成一
004504

㈱アルカディア 050-5830-0750
大阪府箕面市箕面6-3-1

ＯＡ 電通 他防 リ機 リ他

所長　長田　敦夫 076-232-5612
001857

アズビル金門㈱  北陸営業所 076-232-5610
石川県金沢市上堤町3-21 金沢野村證券ビル

計機

004068
アシスト㈱ 052-908-0020

名古屋市緑区滝ノ水5-1310
般刷

支店長　味田　賢一 076-264-8312
002667

アズビル㈱　ビルシステムカンパニー北陸支店 076-222-2814
石川県金沢市上堤町3-21

電通 諸機 計機

代表取締役　西村　竹松 052-908-0030

003164
浅野アタカ㈱　中部支店 052-203-1527

愛知県名古屋市中区錦1-7-34
諸機 化薬

代表取締役　浅野　良喜 0256-33-0096
004369

浅野金属工業㈱ 0256-33-0101
新潟県三条市月岡2866

他

リ機 リ放 リ他

支店長　堀　和広 052-203-1528

事機 ＯＡ 軽刷 般刷 リ機
003938

㈱アイネス　首都圏営業第二部 03-6261-3408
東京都千代田区三番町26

用紙

部長　露崎　祐行 03-6261-3405

代表取締役　吉田　亨 050-3730-6765
002354

ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 03-5253-6760
東京都港区虎ノ門1-2-6

001773
愛知時計電機㈱　金沢営業所

所長　戸枝　哲男

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（物品）

住所

076-252-1942

076-251-4431
石川県金沢市神宮寺1-5-10

電通

主として請け負う業務等

＜県外＞
令和1年7月1日現在

計機
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役　三浦　直人 072-973-0610
003559

柏原計器工業㈱ 072-973-0601
大阪府柏原市本郷5-3-28

計機

代表取締役　加藤　信也 048-548-9400
001832

㈱会議録センター 048-549-0822
埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12

般刷 電通

代表取締役　妹尾  潤 03-3267-8199
001831

㈱会議録研究所 03-3267-6051
東京都新宿区市谷八幡町16

ＯＡ 軽刷 電通 リ機 リ放 リ他

代表取締役　水野　浩史 076-268-0212
003466

㈱オトムラ 076-268-3737
石川県金沢市畝田西4-67

楽器 電通 リ放 リイ

支店長　杉岡　亮輔　 076-232-3016
001824

沖電気工業㈱　北陸支店 076-222-3500
石川県金沢市南町4-47

ＯＡ 電通 計機

代表取締役　木村　真敏 03-5781-7809
003442

エム・シー・ヘルスケア㈱ 03-5781-7808
東京都港区港南2-16-1

医機 理材 医療 衛材

代表取締役　菊地　秀二 03-5442-7662
004459

㈱エフエスユニマネジメント 03-5442-7661
東京都港区芝浦3-4-1

医療 衛材

所長　上野　長和 052-212-5221
002991

荏原実業㈱　中部営業所 052-212-5220名古屋市熱田区金山町1-7-5 電波学園金山
第1ビル

産機 諸機 計機 化薬

取締役北陸支店長　室林　明子 076-265-1452
004067

㈱エヌ・ティ・ティマーケティングアクト　北陸支店 076-265-1450
石川県金沢市大手町4-1

ＯＡ

支店長　高野　光弘 076-224-3401
002507

ＮＴＴファイナンス㈱　北陸支店 076-224-3400
石川県金沢市本町2-15-1

リ機 リ他

取締役支店長　米田　洋一 076-225-4394
004222

ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱　北陸支店 076-256-3398
石川県金沢市増泉1-43-1

ＯＡ 電通

北陸支社長　川﨑　博子 076-225-2182
003467

㈱ＮＴＴドコモ　北陸支社 076-225-2001
石川県金沢市西都1-5

ＯＡ 電通 車品 リ車 リ機

代表取締役社長　深澤　友雄 03-3350-5562
004236

ＮＴＴ－ＡＴエムタック㈱ 03-3350-5171
東京都新宿区新宿2-13-12

ＯＡ 他

支店長　飯田　貴久男 076-234-7577
003773

ＮＤＳ㈱　北陸支店 076-234-7511
石川県金沢市二口町ニ7-1

ＯＡ 電通

003397
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　北陸支店 076-223-4326

石川県金沢市彦三町1-2-1
リ機 リ他

支店長　堀内　英夫 076-223-4327
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役　木股　昌俊 06-6648-3862
001858

㈱クボタ 06-6648-2111
大阪市浪速区敷津東1-2-47

産機 車両

支店長　日比野　倫行 076-254-5839
003163

キングラン中部㈱　北陸支店 076-254-5838
石川県金沢市河原市町50

調度 家具 内装 福祉 医機 衛材 リ他

所長　曽和　功宏 06-6489-2826
004063

極東サービス㈱　大阪営業所 06-6489-2828
兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

産機

所長　葛谷　禎彦 052-249-3220
004490

㈱協和コンサルタンツ　中部営業所 052-249-3213
名古屋市中区栄5-28-12

諸機

支社長　原川　善郎 052-231-0341
001855

㈱ぎょうせい　東海支社 052-231-0331
名古屋市中区錦3-10-33

書籍 ＯＡ 般刷 リ機

代表取締役　関　尚平 03-6371-1970
003279

キヤノンメディカルファイナンス㈱ 03-6371-4591
東京都中央区日本橋人形町2-14-10

ＯＡ 医機 リ機 リ他

代表取締役　木原　一雄 03-3291-5198
002618

キハラ㈱ 03-3292-3301
東京都千代田区神田駿河台3-5

文具 調度 家具

代表取締役　木場　貞夫 0761-20-2211
004372

木場フォーム印刷㈱ 0761-21-0201
石川県小松市犬丸町丙25

般刷 特刷

代表取締役　江畑  佳明 018-834-1815
003386

北日本コンピューターサービス㈱ 018-834-1811
秋田県秋田市南通築地15-32

ＯＡ リ機

取締役兼東京営業所長　濱野　尚子 03-6264-8782
004071

㈱ぎじろくセンタ－　東京営業所 03-6264-8781東京都中央区日本橋小舟町9-3 日本橋相互
ビル505

電通 リ放

代表取締役社長　三好　秀幸 06-4960-4560
001844

㈱管総研 06-6470-6300
兵庫県尼崎市浜1-1-1

ＯＡ リ機

代表取締役　戸梶　博夫 06-6866-0253

002565
環境開発㈱ 076-244-3132

石川県金沢市大桑町上猫下4-7
他

代表取締役　髙山　盛司 076-244-6235

001842
関西水道用品㈱ 06-6863-6764

大阪府豊中市服部本町2-8-19
計機 リ機 不用 他

石川県野々市市御経塚2-307
諸機

支店長　今泉　宏史 076-269-2871

支店長　寺井　公一 06-6339-0139
002966

鎌長製衡㈱　大阪支店 06-6339-0131
大阪府吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビル

産機 計機

化薬 他
004491

川重冷熱工業㈱　金沢支店 076-269-2841
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役　畑中　祐介 06-6866-3353
004377

三精工事サービス㈱ 06-6866-3273
大阪府豊中市上津島1-3-3

繊他 他

代表取締役　佐藤　英俊 0287-47-4584
003800

㈱サンコーマテリアル 0287-47-4583
栃木県矢板市片岡2066-2

他

支店長　中沢　秀記 06-6338-8053
003685

㈱サンケン・エンジニアリング　大阪支店 06-6338-8052
大阪府吹田市芳野町2-8

内装 他

所長　塚本　友和 048-594-9147
004156

山王㈱　関東営業所 048-594-9146
埼玉県熊谷市三ケ尻3072

アス

支店長　萩野　崇 076-257-6030
004502

佐川急便㈱北陸支店 076-257-6005
石川県金沢市木越町ト80

軽刷 般刷

代表取締役社長　村田　吉優 06-6766-3351
004417

㈱サイネックス 06-6766-3341
大阪市中央区瓦屋町3-6-13

般刷

所長　前田　健 076-291-7893
002976

金剛㈱　名古屋支店北陸営業所 076-291-8601
石川県金沢市入江2-26

調度

代表取締役社長　石川　通 076-240-6575
002639

五大開発㈱ 076-240-6588
石川県金沢市黒田1-35

ＯＡ リ機

代表取締役　藤岡　伸行 078-321-2559
002564

神戸綜合速記㈱ 078-321-2522
神戸市中央区北長狭通4-3-8

軽刷 電通

代表取締役　堤　正光 0776-41-3015
004328

コウキ㈱ 0776-41-3015
福井県福井市篠尾町69-11

防器 他

代表取締役　砂田　昌彦 03-3846-1189
003310

㈱現代けんこう出版 03-3846-1088
東京都墨田区両国1-12-8

書籍 般刷 特刷

部長　宮本　美佐 03-6757-1270

004473
ＫＳＳ㈱ 042-560-2042

東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2
調度

代表取締役　深澤　重幸 042-560-2273

004469
ＫＤＤＩ㈱　新規事業推進部 03-6757-1267

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F
医機

名古屋市昭和区阿由知通4-13
産機

支店長　影山　剛 052-853-4195

支社長　桒野　卓 06-6470-5928
002626

クボタ環境サービス㈱　大阪支社 06-6470-5921
兵庫県尼崎市浜1-1-1

産機 化薬

理材 化薬
003105

㈱クリタス　東海支店 052-853-2667
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

支社長　今中　照雄 06-6206-6788
002533

㈱神鋼環境ソリューション　大阪支社 06-6206-6745
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル

他

取締役社長　丸山　秀明 092-475-6355
003512

㈱シンク 092-475-6311福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博セン
タービル

ＯＡ リ機

代表取締役　藤原　壮督 075-924-2803
003326

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 075-924-2603京都市右京区西京極西池田町9-5 西京極駅
前ビル6F

軽刷 般刷

常務取締役　山崎　公人 06-6794-9644
004441

シャープマーケティングジャパン㈱ 06-6794-9601
大阪市平野区加美南3-8-25

事機 ＯＡ 教材 家電 リ機

支店長　井口　素孝 075-823-1608
003129

㈱島津製作所  京都支店 075-823-1601
京都市中京区西ノ京徳大寺町1

試機 計機 医機

代表取締役　小野  大輔 026-243-1520
003131

信濃化学工業㈱ 026-243-1115
長野県長野市桐原1-2-12

厨房 漆器 日雑

専務取締役　依田　茂 03-3216-3133
003518

㈱ＪＥＣＣ 03-3216-3962
東京都千代田区丸の内3-4-1

リ機 不用

所長　白石　陽平 025-543-7697

理材 医療 衛材 リ機
004454

ジェイメディカル㈱　上越営業所 025-544-5297
新潟県上越市上源入129-1

事機 ＯＡ 教材 光機 試機 防器 福祉 医機

代表取締役　吉田　誠太郎 045-505-7983
004364

ＪＦＥテクノス㈱ 045-505-7370
横浜市鶴見区末広町2-1

産機

代表取締役社長　大下　元 045-505-7362
003392

ＪＦＥエンジニアリング㈱ 045-505-8901
横浜市鶴見区末広町2-1

産機 他

所長　野澤  剛吉 076-291-0977
004324

シーメンスヘルスケア㈱　北陸営業所 076-291-0957
石川県金沢市間明町1-49

医機 リ他

代表取締役　光野　幸子 0289-64-1514

004316
ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱　北陸支店 076-293-3030

石川県金沢市新保本3-71
医機

支店長　水上　信通 076-293-3039

001897
ジーエムいちはら工業㈱ 0289-64-1511

栃木県鹿沼市樅山町上原267
車両

石川県金沢市石引4-4-6
医機

代表取締役　長原　謙二 076-222-1668

代表取締役　良知　昇 06-6393-5704
002349

三精テクノロジーズ㈱ 06-6393-5661
大阪市淀川区宮原4-3-29

繊他 他

リ他
003047

三和メディカル㈱ 076-222-1655
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役　森　一晃 03-3349-8591
004373

ティーメディクス㈱ 03-3349-8590
東京都新宿区西新宿1-22-2

医機 医療 リ他

代表取締役　田中　謙次 0778-25-7001
003579

㈱田中地質コンサルタント 0778-25-7000
福井県越前市国高2-324-7

試機 建材

代表取締役　牧野　正明 03-6659-5678
004274

高千穂商事㈱ 03-6450-1011
東京都港区虎ノ門5-3-20-415

般刷 特刷

代表取締役　鈴木　仁 06-6344-7941
001954

大成機工㈱ 06-6344-7771
大阪市北区梅田1-1-3-2700

鉄非 他

代表取締役社長　田中　英弥 03-3404-2269
001948

第一法規㈱ 03-3404-2251
東京都港区南青山2-11-17

書籍 般刷

支店長　阿部　護 052-562-7523
003014

第一環境㈱　中部支店 052-533-9712
名古屋市中村区名駅5-31-10

計機

代表取締役　今井　康之 03-4288-2613
004414

ソフトバンク㈱ 03-6889-2699
東京都港区東新橋1-9-1

ＯＡ 電通 リ機 リ他 他

代表取締役　石住  義光 03-5637-8889
004001

㈱創和 03-5637-8888
東京都江戸川区篠崎町3-33-8

他

代表取締役　小泉　泰之 076-223-7255
003046

セントラルメディカル㈱ 076-262-1111
石川県金沢市西念3-1-5

医機 理材 医療 化薬 衛材 リ他

代表取締役社長　柳内　清孝 076-232-0962
002410

セコム北陸㈱ 076-222-2296
石川県金沢市香林坊2-4-30 香林坊ラモーダ

電通 防器 医機

代表取締役　巣守　佳之 082-253-6581
004404

巣守金属工業㈱ 082-251-8307
広島市南区出島1-34-7

標識

支店長　辻本　謙一 052-971-3916

003745
㈱スタジオ三十三 075-601-3103

京都市伏見区竹田松林町11
教材

代表取締役　井上　喜代志 075-622-3103

004442
住友重機械エンバイロメント㈱ 中部支店 052-971-0538

名古屋市東区東桜1-10-24
諸機 化薬

石川県金沢市松島2-57
諸機

所長　今枝　光彰 076-269-3288

所長　山田　哲由 052-218-2089

標美 家具 内装 美術 他

003031
㈱水機テクノス　名古屋営業所 052-218-2088

名古屋市中区栄2-2-17
諸機 理材 化薬

リ他 他
001807

水ｉｎｇエンジニアリング㈱　北陸営業所 076-240-2586
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役　森　信介 03-3291-6886
003002

㈱ニチイ学館 03-3291-2121
東京都千代田区神田駿河台2-9

食品 福祉 衛材

支店長　柴田　悟 03-3455-4404
002061

㈱西原環境　東京・東北支店 03-3455-4448
東京都港区海岸3-20-20

産機 化薬

代表取締役　長田　一郎 0567-26-6099
003776

長田広告㈱ 0567-26-5251
愛知県津島市東柳原町5-5-1

看板

所長　山本　浩史 0532-52-7530
002047

長島鋳物㈱　豊橋営業所 0532-55-3951
愛知県豊橋市御園町6-8

鉄非 仮材

代表取締役　冨木　隆夫 076-237-6592

衛材 リ他
002016

冨木医療器㈱ 076-237-5555
石川県金沢市問屋町2-46

光機 試機 計機 福祉 医機 理材 医療 化薬

支店長　田村　洋子 076-221-7996
004406

㈱ドッドウエル　ビー・エム・エス　金沢支店 076-221-0708石川県金沢市広岡1-1-10 駅西ファーストビ
ル

事機 ＯＡ

代表取締役　石井　昭 03-3943-8441
002013

㈱図書館流通センター 03-3943-2221
東京都文京区大塚3-1-1

文具 調度 書籍 地図 事機 楽器 写機 電通

所長　栗田　好和 076-251-1254
002005

東洋計器㈱　金沢営業所 076-251-9824
石川県金沢市高柳町5-6-1

計機

代表取締役　北川　慎太郎 0748-75-3343
002680

東洋カレット㈱　滋賀工場 0748-75-3141
滋賀県湖南市岩根136-82

他

代表取締役　菅　国典 03-5977-0311

他
003018

㈱東京法規出版 03-5977-0300
東京都文京区本駒込2-29-22

書籍 軽刷 般刷 特刷 防器 贈答 福祉 医機

代表取締役　比護　隆 03-6452-8392
001997

東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱ 03-6452-8470
東京都港区海岸1-2-3

ＯＡ リ機

代表取締役　内海　良夫 082-501-2276

004072
㈱データベース　名古屋営業所 0561-62-2728

愛知県長久手市蟹原1901 A-702
諸機

所長　八代　哲治 0561-62-2728

004482
㈱データホライゾン 082-279-5550広島市西区草津新町1-21-35 広島ミクシ

ス・ビル

軽刷

東京都千代田区霞が関3-2-1
医機

代表取締役　桑原　稔明 03-3506-4060

代表取締役社長　角　一幸 028-647-1215

化薬

004488
㈱ＴＫＣ 028-648-2111

栃木県宇都宮市鶴田町1758
ＯＡ

リ他
004321

帝人在宅医療㈱ 03-3506-4488
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

代表取締役社長　榎本　修次 03-3570-2397
002912

㈱乃村工藝社 03-5962-1171
東京都港区台場2-3-4

他

代表取締役　柴崎　利雄 03-6432-4429

般刷 特刷 家電 電通
厨房 家具 内装 看板 福祉 医機 理材004159

㈱ネクサス 03-6432-4419
東京都港区芝大門1-1-30 芝ＮＢＦタワー4F

文具 用紙 調度 印章 地図 事機 ＯＡ 軽刷

代表取締役　中村　公英 03-3295-8266
003025

㈱日本選挙センター 03-3294-5251
東京都千代田区神田神保町1-34

他

代表取締役　山岸　勇一郎 03-3287-2189
004102

日本教育情報機器㈱ 03-3287-2181
東京都千代田区有楽町1-7-1

ＯＡ リ機 不用

所長　岩﨑　哲也 052-332-1094
002082

日本機械工業㈱　名古屋営業所 052-331-5178
名古屋市中区上前津1-2-24

車両

理事長　北村　邦夫 03-3267-2658
003359

(一社)日本家族計画協会 03-3269-4727
東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

他

代表取締役　吉岡　和守 03-6215-9218
004499

日本会計コンサルティング㈱ 03-6686-8629
東京都港区東新橋1-5-2

ＯＡ

営業所長　東澤　由紀 076-232-1560
003675

日本船舶薬品㈱　金沢営業所 076-232-1152
石川県金沢市西念2-19-1

防器 被服 医機

代表取締役　高居　隆章 03-3230-6767
003324

日本カルミック㈱ 03-3230-6753
東京都千代田区九段南1-5-10

リ他

支店長　半田　桂也 076-233-1989
003127

日本カーソリューションズ㈱  北陸支店 076-224-1190
石川県金沢市本町2-11-7

リ車

支店長　田中　伴治 075-231-4714
003998

日清医療食品㈱　近畿支店 075-231-5100京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井
門明治安田生命ビル7F

食品

所長　高野　節夫 0761-23-6731

004144
㈱ニック 092-504-2489

福岡県大野城市川久保3-1-23
文具

代表取締役　松浦　豊喜 092-504-2900

002066
㈱ニッコク　小松営業所 0761-23-6730

石川県小松市福乃宮町1-35 福乃宮135
計機

石川県金沢市古府2-8
アス

所長　山本　康博 076-249-5883

支店長　権野　晃一 076-222-0724

調度 般刷 リ他

004474
㈱日医リース　金沢支店 076-222-8951

石川県金沢市駅西本町1-14-29
リ他

路材 標識
003045

ニチレキ㈱　金沢営業所 076-249-1313
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

本部長　吉野　隆弘 042-356-7120
004489

㈱ベネッセコーポレーション　営業本部 042-356-0127
岡山市北区南方3-7-17

教材

所長　村瀬　達哉 026-232-2197
003757

フジテコム㈱　信越営業所 026-232-3521
長野県長野市柳町2056

諸機

支店長　北山　光宏 076-263-7855
002142

富士通リース㈱　北陸支店 076-263-7660
石川県金沢市昭和町16-1

リ機 リ他

部長　高橋　茂 052-776-9212
002140

㈱富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部 052-775-2361
名古屋市名東区猪高台1-1315

電通

営業統括部長　安達  美晴 076-260-0901
002134

富士ゼロックス北陸㈱ 076-260-0900
石川県金沢市中橋町11-18

用紙 事機 ＯＡ リ機 リ他

支店長　佐藤　真人 052-222-9851
002135

富士ゼロックスシステムサービス㈱　公共事業本部中部支店 052-684-5153
名古屋市中区栄1-12-17

ＯＡ

代表取締役　丸山　明英 076-224-1911
004311

フクダライフテック北信越㈱ 076-224-2131
石川県金沢市広岡2-4-10

医機 リ他

代表取締役　福士　昌 03-3681-0299
004465

㈱フクシ・エンタープライズ 03-3681-0294
東京都江東区大島1-9-8

運具 医機

支社長　河田　淳一 052-203-1156
003803

㈱日立システムズ　中部支社 052-203-1141
名古屋市中区栄1-24-15

ＯＡ

支店長　高橋　潤一朗 026-474-7783
003563

日立キャピタルオートリース㈱　北信越支店 026-474-7781
長野県長野市南長野南県町1040-1

リ車 不用

代表取締役　村山　清志 022-773-6861
004231

㈱ビー・エイチ・シー 022-773-6860
仙台市泉区泉中央2-11-9

ＯＡ

代表取締役　林寺　紘 076-222-2922

002113
㈱林田製作所 048-683-2250

さいたま市見沼区大字上山口新田56-1
車両

代表取締役　林田　廣一 048-684-6292

004073
㈱林寺メディノール 076-222-6531

石川県金沢市笠舞本町2-26-7
医機

石川県金沢市米泉町7-43-1
ＯＡ

社長　鈴木　雅之 076-280-3619

支店長　石田　近史 052-563-1162
002204

パナソニックＥＳエンジニアリング㈱　中部支店 052-563-1161
名古屋市中村区名駅南2-7-55

家電 電通 防器

電通
002762

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱　北陸社 076-216-8135
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

支店長　十佐近　友美 076-251-4430
003580

三菱電機システムサービス㈱　北陸支店 076-252-9500
石川県金沢市小坂町北255

電通 産機

代表取締役社長　二見　敦 03-3246-2350
004476

ミツウロコグリーンエネルギー㈱ 03-6758-6311
東京都中央区日本橋2-11-2

他

代表取締役　神代　顕彰 03-6858-9172
001931

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 03-6858-9203
東京都港区芝浦1-2-3

リ機 リ放 リ他

代表取締役社長　後　淳也 0776-67-8024
004437

三谷コンピュータ㈱ 0776-67-8005
福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-13

ＯＡ 特刷 リ機

所長　田中　徹 052-951-0790
002284

丸茂電機㈱　名古屋営業所 052-951-7425名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルディ
ング

電通

代表取締役　堤　俊彦 0584-91-4273
004436

丸硝㈱ 0584-91-4756
岐阜県大垣市荒尾町674

繊他 日雑 他

代表取締役　松村　俊一 076-263-8067
003074

松村物産㈱ 076-221-6121
石川県金沢市広岡2-1-27

厨房 石油 化薬

支店長　山口　滋 052-265-1590
002975

㈱松村電機製作所　中部支店 052-265-1591
名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル3F

他

所長　長岡　俊次 076-240-6548
002921

前澤給装工業㈱　北陸営業所 076-240-6510
石川県金沢市古府1-131

計機

代表取締役　伊田　博 025-240-8710
004464

㈱マイシステム 025-240-8700
新潟市中央区笹口2-12-10

ＯＡ 特刷 電通 リ機

代表取締役　舩戸  和加 0574-25-0430
003065

㈱マーク 0574-25-2755
岐阜県美濃加茂市森山町3-12-1

被服 繊他 看板 他

代表取締役　柴　達也 076-241-7375

003023
北海道地図㈱　東京支店 03-5216-4833

東京都千代田区平河町2-6-1
ＯＡ

支店長　周藤　利通 03-5216-4830

002197
㈱本田商会 076-242-7141

石川県金沢市増泉2-19-10
防器 他防 車両 被服 繊他

石川県金沢市専光寺町ヲ167
電通

代表取締役社長　堂下　武一 076-268-7388

代表取締役　時津 孝康 092-716-1467

標美 般刷 特刷 看板

004115
㈱ホープ 092-716-1404

福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル
般刷 リ他 他

他
002175

㈱北陸共立 076-268-8680
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

支社長　長谷川　暢亨 052-563-1136
002541

リコーリース㈱　中部支社 052-589-3271
名古屋市西区牛島町6-1

リ車 リ機 リ他

代表取締役　戸田　その子 03-3288-0097
003066

㈱ライズファクトリー 03-3288-0099東京都千代田区飯田橋2-1-4 日東九段ビル
6F

書籍 軽刷 般刷 特刷 贈答 章記

所長　川島　洋次郎 052-201-5650
002697

ヤマハサウンドシステム㈱　名古屋営業所 052-201-4922
名古屋市中区錦1-18-28

電通

所長　鈴木　貴博 052-385-9315
004440

㈱大和速記情報センター　名古屋営業所 052-385-9030
名古屋市中区錦2-12-14

電通

代表取締役社長　斉田  儀一 076-240-8112
002713

森長電子㈱ 076-240-8111
石川県金沢市福増町南1195

電通

支店長　乾　宏誠 052-893-9776
004273

㈱森田鉄工所　名古屋営業支店 052-856-0423
名古屋市昭和区広路通1-12

鉄非

部長　髙山　和久 052-721-5356
003316

㈱モリタテクノス　中部営業部 052-721-5338
名古屋市東区矢田南1-2-8

車両

所長　石田　貴章 076-255-0621
004421

㈱メディカルケア　金沢営業所 076-255-0320
石川県金沢市問屋町1-108

リ他

部長　鈴木　恭一 052-856-1419
004478

メタウォーターサービス㈱　Ｏ＆Ｍ本部工務部 052-856-1390
名古屋市西区名駅2-27-8

化薬 他

部長　中野　順 052-856-1406
004022

メタウォーター㈱　営業本部中日本営業部 052-856-1210
名古屋市西区名駅2-27-8

ＯＡ 電通 電材 産機 試機 計機 理材 化薬

所長　岡本　等 076-261-0505
004443

㈱明電エンジニアリング　北陸営業所 076-261-0505
石川県金沢市広岡1-3-34

電材

取締役支店長　五島　眞一 052-269-1063

003810
㈱向田工業所 054-667-7000

静岡県藤枝市岡部町岡部1826-1
他

代表取締役　向田　博 054-667-7001

003838
㈱ムサシ　名古屋支店 052-228-7865

名古屋市中区栄4-14-2
ＯＡ

福井県敦賀市山泉7-15-3
仮材

代表取締役　宮元　武利 0770-22-5180

代表取締役　松井　恭行 0569-29-2742
003181

美松工業㈱ 0569-29-2751
愛知県半田市州の崎町2-111

アス 路材

日雑 衛材
003766

㈱ミヤゲン 0770-21-0038
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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

＜県外＞
令和1年7月1日現在

大阪市東住吉区今川1-6-23
防器

代表取締役　中村  俊夫 06-6713-7615

代表取締役　松田　敏之 086-264-1159
004498

㈱両備システムズ 086-264-0113
岡山市南区豊成2-7-16

ＯＡ 特刷 リ機

003939
ワールドウォーターバッグ㈱ 06-6713-7465
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