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4030019アークス

(株)ARKUS ARKUS物流センター
075-312-4654物流センター長 阿部富士男

京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 西１１号棟１号中央砂糖㈱
内

建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 イベント・催事・広告 電算業務維持管理

･4201･4202･4209･4299 ･4302･4399 ･4701･4702･4703･4799 ･5201･5202･5203･5204･52994380001024320

4031042アース

(有)アース
078-531-0722取締役 本田遼

兵庫県神戸市長田区四番町６－１－２
サービス維持管理

･55112140002008884

4031128アースサポート

アースサポート(株)
03-3377-1100代表取締役 森山典明

東京都渋谷区本町１－４－１４
イベント・催事・広告 製作等 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4701･4702 ･4809 ･5402･5403･5407･5408･5499 ･55052011001027780

4030294アーバントラフイツクエンジニアリング

(株)アーバントラフィックエンジニアリング さい
たま事業所 048-874-2833所長 清水真人

埼玉県さいたま市緑区大間木２－１４－１７
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002･5007･5099 ･5199 ･52042011101000547

4031268アーバンプラントヨサト

アーバンプラン豊里(株)
048-598-3916代表取締役 鈴木利政

埼玉県深谷市下手計４８６－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001127618

4030166アールケーケーシーエス

(株)RKKCS
096-364-5121代表取締役 金子篤

熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１
電算業務維持管理

･5201･52032330001000063

4030127アールシーエスコーポレーシヨン

(株)ＲＣＳコーポレーション
03-5155-6979代表取締役 シャムレッフェルレイモンド

東京都新宿区大久保２－３－９ ヴァリエ戸山１００１号室
サービス維持管理

･55023011101059376

4030001アールピーアイトチギ

(株)アールピーアイ栃木
028-647-3166代表取締役 室井洸人

栃木県宇都宮市鶴田町１３３３－１
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51991060001000273

4030104アイアールエス

(株)アイアールエス
03-3357-7181代表取締役 牧野昭雄

東京都新宿区四谷３－１－３
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51997011001000031

4031033アイアイバース

あいあいバース
090-7278-2737助産師 島愛子

埼玉県三郷市戸ヶ崎３－４９０－２
健康・福祉サービス維持管理

･5401

4030168アイイーエム

(株)ＩＥＭ
044-221-7155代表取締役 角野修一

神奈川県川崎市川崎区宮本町６－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 維持管理その他維持管理

･4111 ･4201･4203･4204･4205･4299 ･4305･4307･4399 ･4901 ･69992120001037952

4031088アイヴイジツト

(株)アイヴィジット
03-6627-9977代表取締役 砂長淳洋

東京都豊島区東池袋４－５－２
建物管理 イベント・催事・広告 試験・調査 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･4701･4702 ･5002･5003･5007･5099 ･5501･5503･5599 ･5801･5802･58998011001060413

4040053アイエイチアイ

(株)ＩＨＩ 社会基盤・海洋事業領域
03-6204-7315事業領域長 川上剛司

東京都江東区豊洲３－１－１
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･69994010601031604

4030002アイエイチアイゲンドウキ

(株)ＩＨＩ原動機
03-4366-1200代表取締役 赤松真生

東京都千代田区外神田２－１４－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42019010001081674

4031458アイエスアイビルド

(株)ＩＳＩ・ビルド
0480-44-1211代表取締役 石井栄三郎

埼玉県幸手市幸手２６１９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001031706

4031415アイカワカンリ

(株)相川管理 埼玉支店
048-666-2622支店長 赤星伸一

埼玉県さいたま市北区別所町３８－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044070001000022
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4030080アイコンサルタント

(株)アイコンサルタント
04-2933-8600代表取締役 小川正幸

埼玉県狭山市北入曽１３６３－１
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52993030001026113

4030254アイタツク

(株)アイタック
03-3255-3988代表取締役 髙島敏直

東京都千代田区神田須田町１－１８
機械器具保守点検維持管理

･43991010001009427

4030844アイチトケイデンキ

愛知時計電機(株) 大宮営業所
048-668-0131所長 小川雄平

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斎藤ビル
機械器具保守点検維持管理

･4307･43993180001021396

4030087アイデイーエー

(株)アイ・ディー・エー 埼玉営業所
048-729-6621所長 都丸光男

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－５８－２０３
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701 ･4801･4802･4805･4808･4899 ･5002･5099 ･5101･5199 ･5201･52998070001006008

4030809アイテイフオー

(株)アイティフォー
03-5275-7841代表取締役 佐藤恒徳

東京都千代田区一番町２１
機械器具保守点検 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501 ･58993010001022865

4031322アイテツク

アイテック(株) 埼玉支店
048-788-1333支店長 紫関唯文

埼玉県さいたま市北区東大成町２－８６－１ ピースビル２０５号
土木施設維持管理維持管理

･5702･57042120001095991

4030176アイデツクサービス

(株)アイデックサービス
048-866-4611代表取締役 小池洋士

埼玉県さいたま市桜区田島４－１５－１５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･42032030001006842

4030207アイネス

(株)アイネス 東日本営業部
048-990-5900部長 熊谷一毅

埼玉県越谷市南越谷１－１９－６ 太陽生命越谷ビル
機械器具保守点検 計画策定 電算業務維持管理

･4302 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52992020001030067

4030215アイホー

(株)アイホー 埼玉営業所
048-662-5222所長 井ノ上貴博

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１
機械器具保守点検維持管理

･43991180301009696

4031051アイユウカイ

（医社）愛友会
048-773-1111理事長 中村康彦

埼玉県上尾市柏座１－１０－１０
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5408･54994030005006218

4030155アイルコーポレーシヨン

アイル・コーポレーション(株)
048-832-2514代表取締役 町田哲雄

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－２－１８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209･4299 ･4305･4306 ･4901･4903･4904･4999 ･55018030001000864

4031427アイルコーポレーシヨン

アイル・コーポレーション(株)
048-832-2514代表取締役 町田哲雄

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－２－１８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001000864

4031117アウル

(株)アウル
048-866-0501代表取締役 柴木健之

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－１－１０４
建物管理維持管理

･4102･4104･41064030001000109

4030289アオキ

(株)青木
049-274-7755代表取締役 青木慶将

埼玉県入間郡三芳町上富１９９６－１
サービス維持管理

･55095030001057585

4030179アオキシヨウテン

(株)青木商店
048-479-3451代表取締役 青木慶将

埼玉県新座市中野１－１－２８
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4404 ･55096030001045713

4031343アオキセイソウ

青木清掃(株)
048-775-1551代表取締役 青木勝美

埼玉県桶川市南１－２－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001042025
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4030045アカシアカイ

(医財)アカシア会
048-950-7270理事長 大場敏明

埼玉県三郷市早稲田３－２６－３
健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･5407･5499 ･69992030005005931

4030554アカマツシヨウテン

(株)赤松商店
048-953-2760代表取締役 田中淳一

埼玉県三郷市栄４－２５８－１
サービス維持管理

･55096011801000140

4030235アキラ

昱(株) 北関東支店
048-649-7711支店長 山本克弥

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 製作等 維持管理その他維持管理

･4111 ･4201･4202･4203･4205 ･4304･4307･4399 ･4807 ･69997010001036564

4031453アキラ

昱(株) 北関東支店
048-649-7711支店長 山本克弥

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ ニッセイ大宮桜木町
ビル

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57047010001036564

4030081アクアイースト

アクアイースト(株)
048-475-1511代表取締役 大村相基

埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 サービス 維持管理その他維持管理

･4106･4107 ･4201･4203･4205･4209 ･4401 ･5503 ･69993030001045204

4031407アクアイースト

アクアイースト(株)
048-475-1511代表取締役 大村相基

埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001045204

4030231アクアケア

(株)アクアケア
048-981-3068代表取締役 田沼貞和

埼玉県吉川市保６４７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理維持管理

･4106･4107･4108 ･4205 ･44011030001068594

4030241アクアテツク

(株)アクアテック 関東営業所
03-6271-0168所長 河瀬直之

東京都品川区南品川４－４－１７ 品川サウスタワー
建物管理 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4107 ･4307 ･69991200001017047

4031016アクアテツク

アクアテック(株) 関東営業所
048-700-3246所長 松坂美希

埼玉県さいたま市南区別所５－１５－２
試験・調査維持管理

･50042040001084838

4030032アクアプロダクト

(株)アクアプロダクト 埼玉ビジネスセンター
04-2937-7875センター長 大橋賢治

埼玉県所沢市西狭山ケ丘１－２５６－１－１０１
機械器具保守点検維持管理

･43055010001137307

4031474アクアメンテナンス

(株)アクア・メンテナンス
048-721-3415代表取締役 伊藤晴一

埼玉県北足立郡伊奈町中央３ー２０７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001042290

4031273アクセス

(株)アクセス
048-952-2700代表取締役 加藤忠

埼玉県三郷市幸房５３８－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030002048207

4030200アクテイオ

(株)アクティオ 三郷営業所
048-912-1461所長 原田周

埼玉県三郷市インター南２－７－３
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･47996010001034494

4030246アクトオンキヨウシンドウチヨウサジムシヨ

(株)アクト音響振動調査事務所 東京営業所
03-5835-2141所長 山本智之

東京都台東区蔵前４－２１－９ 蔵前坂口ビル
検査・測定 試験・調査 電算業務維持管理

･4903 ･5003 ･52042120001053495

4030120アクモス

アクモス(株)
03-5217-3121代表取締役 清川明宏

東京都千代田区神田小川町３－２６－８
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･5201･52038010001009651

4030121アクリーグ

(株)アクリーグ 埼玉営業所
048-872-1500所長 蜂須嘉一郎

埼玉県さいたま市南区辻４－２０－２１
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5007･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･52046060001013980
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4031250アゴラゾウエン

アゴラ造園(株) 埼玉支店
04-2944-7650支店長 原和久

埼玉県所沢市下安松１８７－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57035011601000283

4030143アサコシヨウジ

浅古商事(有)
048-929-0062代表取締役 浅古伊三郎

埼玉県草加市瀬崎２－４－９
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4107･4108 ･44011030002043101

4031360アサコシヨウジ

浅古商事(有)
048-929-0062代表取締役 浅古伊三郎

埼玉県草加市瀬崎２－４－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030002043101

4031334アサヒクリエイト

(株)旭クリエイト
0480-59-1112代表取締役 白石謹章

埼玉県久喜市西大輪２０８８－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001031347

4031254アサヒコウエイ

旭工榮(株)
048-555-6181代表取締役 古澤憲雄

埼玉県行田市行田１３－１２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001086659

4030236アサヒコウヨウ

朝日航洋(株) 埼玉支店
049-244-2225支店長 古川竜次

埼玉県川越市南台３－１４－４
機械器具保守点検 試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理維持管理

･4302 ･5002･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･53997010601041419

4040014アサヒサンクリーン

アサヒサンクリーン(株)
054-266-3216代表取締役 浅井孝行

静岡県静岡市葵区本通１０－８－１
健康・福祉サービス維持管理

･54035080001018392

4031399アサヒソウギヨウ

(株)アサヒ総業
048-876-0207代表取締役 瀧澤隆一

埼玉県さいたま市緑区東浦和４－２６－１５－３０５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001000022

4030067アサヒソウゴウシステム

(株)あさひ総合システム 埼玉業務管理センター
048-998-5577センター長 宇舘宏

埼玉県八潮市八潮５－８－１３ ヤマシタビル１０２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4207･4208･42098010601033613

4030114アサヒビルカンリ

旭ビル管理(株)
048-647-5281代表取締役 宍戸壮一

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１３４－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4901･49037030001000477

4030014アサヒプリテツク

アサヒプリテック(株) 北関東営業所
0480-33-4393北関東営業所長 霜田厚

埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷６１６
廃棄物処理維持管理

･4401･44024140001019022

4030229アサヒメンテツク

(株)アサヒメンテック
048-647-5651代表取締役 酒井康雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4201･4202･4205 ･4305･4307･4399 ･69992030001009911

4031477アサヒメンテツク

(株)アサヒメンテック
048-647-5651代表取締役 酒井康雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57042030001009911

4030016アジアコウソク

アジア航測(株) 埼玉支店
048-816-3511支店長 木村元太郎

埼玉県さいたま市南区南本町１－１７－１ ＭＭＣビル
製作等 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4801･4802･4806 ･4901･4903 ･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･5204･52996011101000700

4030025アシスト

アシスト(株)
052-908-0020代表取締役 西村竹松

愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０
試験・調査 計画策定 電算業務 電話勧奨維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204 ･5801･5802･58991180001049514

4040003アシタバ

(株)明日葉
03-3452-3350代表取締役 大隈太嘉志

東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ
サービス維持管理

･55997020001070001
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4040025アシタバマインド

(株)あしたばマインド
03-3453-3335代表取締役 大隈太嘉志

東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ
サービス 維持管理その他維持管理

･5599 ･69994010401149679

4031183アシマ

アシマ(株) 南埼玉営業所
048-269-9915所長 金子和広

埼玉県川口市芝２－１３－２０ 伸和ビル２Ｇ号
建物管理 サービス維持管理

･4101･4104 ･55015030001003663

4030012アスカ

(株)アスカ アスカ杉戸店
048-511-4365事業部部長 鈴木聡

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２４０４－１
維持管理その他維持管理

･69992030001089103

4030180アスカ

(株)明日香
045-316-5515代表取締役 萩野吉俗

神奈川県横浜市西区北幸１－４－１ 天理ビル９F
健康・福祉サービス サービス維持管理

･5499 ･5501･5512･55995020001039881

4030177アスカクリエート

(株)アスカクリエート
048-871-7291代表取締役 加藤秀明

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル２
１Ｆ

サービス維持管理

･5501･55027030001052403

4030217アスコム

(株)アスコム
042-975-6477代表取締役 杉田和宏

埼玉県飯能市征矢町９－１８
サービス維持管理

･5501･5502･55044030001090166

4031162アズコムデータセキユリテイ

(株)アズコムデータセキュリティ
0494-63-1313代表取締役 飯塚雅之

埼玉県秩父市みどりが丘３５
運送・運行 試験・調査 電算業務 文書管理 サービス維持管理

･4501 ･5002 ･5204 ･5302 ･55016030001066131

4030223アズビル

アズビル(株) ビルシステムカンパニー北関東支店
048-600-6071支店長 内田睦

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101 ･42039010001096367

4030446アズビルキンモン

アズビル金門(株) さいたま営業所
048-762-7069所長 石川智司

埼玉県さいたま市中央区本町西４－１８－１
機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4307 ･69992013301030885

4030144アズマキンゾク

東金属(株)
0480-85-0234代表取締役 東海林茂

埼玉県久喜市菖蒲町台４２２－２
サービス維持管理

･55094030001031079

4030640アズマコウギヨウ

(株)東工業
03-3765-5021代表取締役 東俊光

東京都大田区昭和島２－４－２
機械器具保守点検維持管理

･43059010401001744

4030093アズミカンキヨウセイビ

安住環境整美(株) 越谷支店
048-979-8740支店長 松田康生

埼玉県越谷市千間台西５－２３－７－５０６
建物管理 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4106･4107･4108 ･4401 ･50993030001008028

4031319アズミカンキヨウセイビ

安住環境整美(株) 越谷支店
048-979-8740支店長 松田康生

埼玉県越谷市千間台西５－２３－７ エクレール千間台５０６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001018028

4031245アスメイク

(株)アスメイク
048-466-2606代表取締役 中野広幸

埼玉県朝霞市西弁財２－３－２ 鈴也ビル１０３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57042030001044586

4030094アセツトガード

アセットガード(株)
048-964-0099代表取締役 髙山義則

埼玉県越谷市南越谷１－２６－７ 南越谷第一マンション２０８
建物管理 イベント・催事・広告維持管理

･4102･4104･4106 ･4701･47023030002091115

4031180アセント

(株)アセント
03-5419-6022代表取締役 木越健二

東京都港区芝浦４－１６－２３
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202･4299 ･5201･52033120001073443
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4030262アセンド

(株)アセンド 三郷営業所
048-950-0955所長 斎藤智道

埼玉県三郷市彦成２－６６－４
建物管理維持管理

･41094011401000229

4040098アダチグミ

(株)安達組
0278-22-0085代表取締役 安達政喜

群馬県沼田市下久屋町３９４－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042070001027249

4031383アテイ

(株)アティ
04-2942-2241取締役社長 渡辺照雄

埼玉県所沢市北所沢町２２４２－８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001025594

4030310アデコ

アデコ(株) 柏支社
050-2000-7201支社長 本庄賢一

千葉県柏市末広町７－３ 柏第一生命ビル６Ｆ
電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･5204 ･5303 ･5501 ･5899 ･69998010401001563

4030142アテンサプライ

アテンサプライ(株)
03-6273-1015所長 小宮久果

東京都新宿区新宿１－１４－１２
電算業務 文書管理維持管理

･5202･5299 ･53041130001065061

4030159アトラスジヨウホウサービス

アトラス情報サービス(株)
06-6231-0771代表取締役 八瀬誠

大阪府大阪市中央区北浜３－１－６
電算業務 サービス維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･55017120001073852

4031097アビツク

(株)アビック 埼玉支店
048-984-7850支店長 川崎秀利

埼玉県三郷市彦野１－１１８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 サービス 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4203･4204･4205･4208･4209･429
9 ･4901･4999 ･5501 ･69993050001003300

4030195アベル

(株)アベル
04-2968-3940代表取締役 片野由布

埼玉県所沢市泉町９１４－１７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4106･4107･4109･41
10･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･43991011001040850

4031102アポワテツク

(株)アポワテック
048-954-7810代表取締役 関隆弘

埼玉県八潮市八潮５－８－１３
機械器具保守点検 サービス維持管理

･4308 ･55094030001040666

4030586アマノ

アマノ(株) 大宮支店
048-652-2461支店長 木村吉秀

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６１３
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4399 ･5201･52993020001019365

4030128アミテン

(株)アミテン
048-627-2256代表取締役 網代将登

埼玉県上尾市小敷谷７７－１ 西上尾第二団地２－３０－４０２
学校等支援 製作等 計画策定 電算業務 サービス維持管理

･4699 ･4806 ･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･55125030001098084

4030947アミユーズ

(株)アミューズ
048-859-3441代表取締役 吉田優

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－６－２３
製作等 維持管理その他維持管理

･4899 ･69993030001000299

4031425アミユーズ

(株)アミューズ
048-859-3441代表取締役 吉田優

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－６－２３
土木施設維持管理維持管理

･5701･57033030001000299

4040048アムル

(株)アムル
048-997-7721代表取締役 飯田眞佐栄

埼玉県八潮市緑町１－２３－２４
検査・測定維持管理

･49047030001035779

4030036アライセイソウ

新井清掃(株)
048-957-8110代表取締役 新井裕幸

埼玉県三郷市采女１－５－２
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4108･4199 ･4401･44032030001036484

4031290アライセイソウ

新井清掃(株)
048-957-8110代表取締役 新井裕幸

埼玉県三郷市采女１－５－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001036484
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4030204アルカデイア

(株)アルカディア
050-5830-0750代表取締役 天白成一

大阪府箕面市箕面６－３－１
電算業務維持管理

･5201･5203･52997120901020160

4030244アルソツクアンシンケアサポート

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株)
03-3773-2021代表取締役 尻無濱秀治

東京都大田区山王１－３－５
健康・福祉サービス 電話勧奨維持管理

･5405･5499 ･5801･58993010801000426

4030276アルソツクカントウデリバリー

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー(株)
03-3870-8683代表取締役 長澤政則

東京都足立区千住東１-３１-１０
運送・運行維持管理

･4501･4502･45992011801033177

4030224アルソツクサイタマ

ＡＬＳＯＫ埼玉(株)
048-614-8801代表取締役 牧野考二郎

埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－４ アルーサＡ館１階
建物管理維持管理

･41042030001002998

4030199アルフアーラボラトリー

アルファー・ラボラトリー(株)
048-666-3375代表取締役 清水学

埼玉県さいたま市北区宮原町４－１０－１５
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49995030001000553

4031459アンギヨウエンゲイ

安行園芸(株)
048-295-1990代表取締役 宇田川謙

埼玉県川口市安行領家３０７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57034030001073534

4030065アンジエロブラザーズ

ＡＮＧＥＬＯＢＲＯＴＨＥＲＳ(株)
04-7199-7991代表取締役 アンジェロさおり

千葉県野田市中里３４０３－２
サービス維持管理

･55099040001088394

4040051アンフイニ

(株)アンフィニ
0297-20-7573代表取締役 片山章彦

茨城県つくばみらい市板橋１８１２－１６
維持管理その他維持管理

･69993050001028454

4030322イーアシスト

(株)ｅアシスト
048-958-5180代表取締役 長本宏

埼玉県三郷市早稲田３－２５－２
サービス維持管理

･55047030001063284

4031366イーアンドエス

(有)イーアンドエス
048-224-8366代表取締役 鈴木順一

埼玉県川口市元郷４－１４－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030002100213

4031269イーエスピー

(株)イー・エス・ピー
0480-32-5454代表取締役 中川定雄

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３１３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001052040

4030361イージス・グループ

イージス・グループ有限責任事業組合 埼玉事業所
090-9490-9461所長 日髙昌二

埼玉県鴻巣市逆川１－１３－１４
建物管理維持管理

･4110

4031091イーワイシンニホン

ＥＹ新日本有限責任監査法人
03-3503-1566社員 伊澤賢司

東京都千代田区有楽町１－１－２
試験・調査 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･5299 ･69991010005005059

4031511イキイキサイタマ

公益財団法人いきいき埼玉
048-728-7841理事長 永沢映

埼玉県北足立郡伊奈町内宿台６－２６
サービス維持管理

･5501

4030040イキイキネツト

(ＮＰＯ)いきいきネット
090-1100-7788理事 海瀬正一

埼玉県三郷市彦成３－７－９－１
建物管理 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス サービス 法規・相談事務維持管理

･4101･4102･4106･4199 ･4701･4702･4703･4799 ･5401･5402･5403･5404･5405･5406･5407
･5499 ･5599 ･56029030005016492

4031417イケナカケンセツ

池中建設(株)
048-964-3611代表取締役 中島美三郎

埼玉県越谷市東越谷７－３１－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001063526
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4030182イシガキメンテナンス

石垣メンテナンス(株) 営業本部
03-6848-7853営業本部長 川北義彰

東京都千代田区丸の内１－６－５
建物管理維持管理

･4111･41995010001036665

4031515イシガキメンテナンス

石垣メンテナンス(株) 営業本部
03-6848-7853営業本部長 川北義彰

東京都千代田区丸の内１－６－５
土木施設維持管理維持管理

･57045010001036665

4030126イシカワコンピユータセンター

(株)石川コンピュータ・センター 東京支社
03-5441-2560支社長 山澤徳純

東京都港区芝１－１０－１１ コスモ金杉橋ビル
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52993220001000949

4031302イシハラゾウエンドボク

(株)石原造園土木
048-748-0825代表取締役 石原保

埼玉県春日部市神間６５３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001051709

4031146イシン

(株)和心 埼玉支店
042-003-4941支店長 峯尾和也

埼玉県所沢市宮本町２－２－１ スタートマンション２０５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111

･4201･4202･4203･4204･4205･4208･420
9･4299 ･4601･4602･46034011101047545

4030123イズミキンゾクコウギヨウ

泉金属工業(株)
04-7126-4111代表取締役 三上健二

千葉県野田市西三ケ尾８２
サービス維持管理

･55096040001072319

4031165イソベコウギヨウ

(株)磯部工業
048-955-4905代表取締役 磯部賢一

埼玉県三郷市東町４６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4101･4107 ･4203･4204･4205･4209･4299 ･4307 ･50046030001036530

4031328イソベコウギヨウ

(株)磯部工業
048-955-4905代表取締役 磯部賢一

埼玉県三郷市東町４６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001036530

4031432イダテクノス

伊田テクノス(株) 伊奈営業所
048-720-4888所長 及川直哉

埼玉県北足立郡伊奈町栄６－９１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001070711

4030011イチカワカンキヨウエンジニアリング

(株)市川環境エンジニアリング 埼玉支店
04-2950-1050支店長 瀬川順也

埼玉県狭山市中新田芝２７６－４
建物管理 廃棄物処理 サービス 維持管理その他維持管理

･4199 ･4401･4402･4403･4404･4405･4499 ･5509 ･69997040001025515

4030544イチカワセキユ

市川石油(株)
048-952-7777代表取締役 市川大五

埼玉県三郷市番匠免１－５５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4204･4205･4206･42993030001036525

4031052イチゴイチエ

いちご一笑
048-958-7592代表者 小島忠信

埼玉県三郷市彦成３－１３－３－１０２
健康・福祉サービス維持管理

･5407

4030130イチフジフードサービス

一冨士フードサービス(株) 関東支社
03-5282-1086常務取締役関東支社長 中野宏勝

東京都千代田区神田錦町３－２０
学校等支援維持管理

･4601･46039120001109274

4030109イトウコウガイチヨウサケンキユウシヨ

(株)伊藤公害調査研究所 埼玉支社
048-642-7575代表取締役 伊藤具厚

埼玉県さいたま市大宮区三橋３－１９５－１
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49996010801000976

4031008イトウチユウテクノソリユーシヨンズ

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東日本営業第
２部 03-6403-6432部長 渡邉一史

東京都港区虎ノ門４－１－１
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52992010001010788

4030137イナガキグミ

(株)稲垣組
048-948-6413代表取締役 稲垣知勝

埼玉県三郷市采女１－２２９－５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 イベント・催事・広告維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299

･4301･4302･4303･4304･4305･4306･4307
･4308･4399 ･4401･4499 ･4701･4702･4703･47997030001039714
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4031301イナガキグミ

(株)稲垣組
048-948-6413代表取締役 稲垣知勝

埼玉県三郷市采女１－２２９－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001039714

4031215イナバコウギヨウ

稲葉興業(株)
048-957-8800代表取締役 稲葉欣真

埼玉県三郷市半田１３５８－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001036527

4031359イナモト

(株)いなもと
048-665-7044代表取締役 稲本憲一

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４００－１２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001012609

4040027イノセントエレベーター

合同会社イノセントエレベーター 東京営業所
03-6339-2259代表社員 栗原佳範

東京都葛飾区小菅３－５－１５ フィリップシャトリエ１０１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4207･42081011803003047

4040059イノメデイツクス

(株)イノメディックス
03-3814-3645代表取締役 二之宮義泰

東京都文京区小石川４－１７－１５
機械器具保守点検維持管理

･43012010001004773

4030265イビソク

(株)イビソク 東京本社
03-3527-3510社長 古市俊幸

東京都中央区日本橋小舟町１５－１７ ５階
計画策定 サービス維持管理

･5199 ･55999200001013229

4030245イフスコヘルスケア

イフスコヘルスケア(株) 東日本支社
03-3868-2687取締役東日本支社長 山下英広

東京都文京区後楽１－１－１０
学校等支援維持管理

･46039120001099706

4040019イベントコミユニケーシヨンズイバラキ

(株)イベント・コミュニケーションズ茨城
029-839-2831代表取締役 太田一哉

茨城県つくば市谷田部３６２５－３
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･4802･4809･48995050001016408

4030037イルクオーレフアミリア

Ｉｌ　Ｃｕｏｒｅ　ｄｉ　Ｆａｍｉｌｉａ
048-953-4686代表者 保坂進

埼玉県三郷市中央３－４４－９
健康・福祉サービス維持管理

･5408

4030038イワタジドウシヤコウギヨウ

岩田自動車工業(株)
048-953-2421代表取締役 岩田耕一

埼玉県三郷市番匠免１－１５
サービス維持管理

･5504･55074030001038611

4030232インソース

(株)インソース 関東支社
03-5577-2273支社長 藤田英明

東京都荒川区西日暮里４－１９－１２ インソース道灌山ビル
製作等 電算業務 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4801･4802･4808 ･5201･5299 ･5401･5499 ･55125010001080795

4030151インテツク

(株)インテック 公共ソリューション営業部
050-1702-0520部長 浜崎純宏

東京都江東区豊洲２－２－１ 豊洲ベイサイドクロスタワー
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52992230001000255

4030581インフオマテイクス

(株)インフォマティクス
044-520-0850代表取締役 齊藤大地

神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52043010401131679

4030111ヴイアツクス

(株)ヴィアックス
03-3299-6010代表取締役 林秀和

東京都中野区弥生町２－８－１５
学校等支援 維持管理その他維持管理

･4602 ･69999011201000556

4030290ウイズ

(株)ウィズ 埼玉営業所
048-788-2637所長 安藤智子

埼玉県さいたま市北区日進町３－４７７－１ ウェルズサイショウ
１０３

運送・運行維持管理

･4501･4502･45055040001022571

4030054ウイズウエイストジヤパン

(株)ウィズウェイストジャパン
048-668-1414代表取締役 山田耕

埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１
廃棄物処理 サービス 維持管理その他維持管理

･4403･4404･4499 ･5509 ･69998030001000971
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4030103ヴエオリアジエネツツ

ヴェオリア・ジェネッツ(株)
03-6858-3300代表取締役 内野一尋

東京都港区海岸３－２０－２０ ヨコソーレインボータワー
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 試験・調査 電算業務 サービス維持管理

･4111 ･4205 ･5004 ･5201･5203 ･55037010401085351

4030055ウエザーニユーズ

(株)ウェザーニューズ
043-274-5590代表取締役 草開千仁

千葉県千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデン
試験・調査維持管理

･50066010401003504

4040028ウエブチツプス

(株)ウェブチップス
088-678-6619代表取締役 野原直一

徳島県徳島市南末広町４－５３ エコービル４階
電算業務維持管理

･5201･52036480001008682

4031113ウエルクル

(株)ウェルクル
06-6484-7321代表取締役 田中学

大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ サン北浜ビル４Ｆ
計画策定 電算業務 健康・福祉サービス 電話勧奨維持管理

･5102 ･5201･5203 ･5401･5499 ･58017140001053407

4030113ウオーターエージエンシー

(株)ウォーターエージェンシー 埼玉営業所
048-851-3310営業所長 高瀬裕良

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－１０－２５
建物管理 機械器具保守点検 サービス維持管理

･4108･4111･4199 ･4307 ･55035011101016763

4031469ウオーターエージエンシー

(株)ウォーターエージェンシー 埼玉営業所
048-851-3310営業所長 高瀬裕良

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－１０－２５
土木施設維持管理維持管理

･5702･57045011101016763

4030214ウオーターサポート

(株)ウォーターサポート
048-782-7180代表取締役 佐藤亘

埼玉県桶川市坂田西３－５４－４
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307 ･50048030001044069

4030125ウオーターテツク

(株)ウォーターテック 東日本支店
03-3456-0795支店長 大隅昌平

東京都港区芝浦３－１６－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4205･4299 ･4305･43076010401021472

4031191ウオーターリンクス

(株)ウォーターリンクス
079-281-7073代表取締役 谷口貴俊

兵庫県姫路市阿保甲８７８
製作等 電算業務維持管理

･4806 ･5201･5202･5203･52048140001114884

4031216ウシオ

(株)潮
048-996-4146代表取締役 川澄吉之

埼玉県八潮市中馬場２８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001035837

4030066ウチダヨウコウ

(株)内田洋行 営業統括グループ
03-5634-6634取締役上席執行役員営業統括グループ

統括 小柳諭司

東京都江東区東陽２－３－２５
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･69991010001034730

4031476ウチダリヨクカコウギヨウ

(株)内田緑化興業
048-875-1777代表取締役 内田香

埼玉県さいたま市緑区東浦和１－２１－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001000945

4031278ウツド

(株)ウッド
048-594-5001代表取締役 佐藤英一

埼玉県北本市北本４－１９４－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001062320

4030085ウツノミヤデンシ

宇都宮電子(株) つくば営業所
0297-47-1022常務取締役所長 笹森信行

茨城県守谷市松前台３－２２－７
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･42092060001000669

4030304ウムヴエルト

ウム・ヴェルト(株)
0280-23-2828代表取締役 小柳明雄

群馬県邑楽郡板倉町下五箇１８６５
廃棄物処理維持管理

･4401･44028070001021592

4030687ウムヴエルトジヤパン

(株)ウム・ヴェルト・ジャパン
048-577-1153代表取締役 小柳明雄

埼玉県大里郡寄居町三ケ山３３０－１
廃棄物処理維持管理

･4402･44041030001085631
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4031060ウメダジドウシヤ

(有)梅田自動車
048-957-8262代表取締役 梅田紀男

埼玉県三郷市早稲田５－５－２３
サービス維持管理

･55077030002048359

4031294エイカー

(株)エイカー
077-516-2131代表取締役 小野田一幸

滋賀県草津市岡本町２２８－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･57027160001013359

4030185エイジエツク

(株)エイジェック 行政総合事業部
03-5909-8361統括本部長 平井真次

東京都新宿区西新宿１－２５－１ 新宿センタービル４６階
建物管理 試験・調査 文書管理 サービス 維持管理その他維持管理

･4102･4199 ･5002 ･5304･5305･5399 ･5501･5599 ･69993011101036128

4030295エイチエスサイケンカイシユウ

エイチ・エス債権回収(株)
03-5402-4317代表取締役 八木厚樹

東京都港区西新橋３－２－１
維持管理その他維持管理

･69994010001111031

4030171エイチエスシーケンコウカガクコンサルテイング

ＨＳＣ健康科学コンサルティング(株)
06-6220-0177代表取締役 米谷明

大阪府大阪市中央区道修町２－１－１０ Ｔ・Ｍ・Ｂ道修町ビル３
階

電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･5203 ･54016120001122098

4031173エイチシーネツトワークス

エイチ・シー・ネットワークス(株)
03-5822-0603代表取締役 大江愼一

東京都台東区浅草橋１－２２－１６ ヒューリック浅草橋ビル４階
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5203･52994010001115346

4030654エイチワイエスエンジニアリングサービス

(株)ＨＹＳエンジニアリングサービス サービス事
業部サービス本部 050-3383-3669本部長 森謙一

東京都小平市御幸町３２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42027012701009163

4031094エイテツク

(株)エイテック 東日本支社
03-6311-8151支社長 吉本智彦

東京都渋谷区本町４－１２－７
機械器具保守点検 製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4304 ･4801 ･5002･5099 ･5101･5199 ･5201･52034011001059252

4031318エイテツク

(株)エイテック 東日本支社
03-6311-8151支社長 吉本智彦

東京都渋谷区本町４－１２－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･57024011001059252

4030259エイトニホンギジユツカイハツ

(株)エイト日本技術開発 北関東支店
048-823-3640支店長 岡田成二

埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２６－１５
製作等 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4899 ･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5004 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52997260001000735

4030152エイトレント

エイトレント(株) 東京支店
03-6893-1880管理部部長 齊藤武志

東京都品川区大崎１－６－１
イベント・催事・広告維持管理

･47026120001061197

4040081エイハンジヤパン

エイハン・ジャパン(株)
03-5765-6841代表取締役 佐久間正

東京都港区芝浦３－１５－２ 山本ビル３階
機械器具保守点検維持管理

･43991010401114173

4030089エイバンシヨウジ

エイバン商事(株)
03-5940-7066代表取締役 武内淳一

東京都豊島区駒込１－１４－９
機械器具保守点検維持管理

･43011013301002010

4030050エイブルハラ

(有)エイブル原
048-949-2221代表取締役 原洋一

埼玉県三郷市彦倉１－５４－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･42038030002050504

4040086エイワテツコウ

永和鉄鋼(株)
042-556-2121代表取締役 永井健

東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－６－９
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405･4499 ･55093013101001268

4030194エーエイチエス

(有)エー・エイチ・エス
049-253-0061代表取締役 佐藤千晶

埼玉県富士見市東みずほ台１ー５－１－２０３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42092030002062876
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4030402エーエスロカス

ＡＳロカス(株)
043-203-5301代表取締役社長 谷勝博

千葉県千葉市中央区中央港１－２２－７
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52041010001022850

4030059エージーエス

ＡＧＳ(株)
048-825-6023代表取締役 原俊樹

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－３－２５
計画策定 電算業務 文書管理 サービス維持管理

･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5302･5304 ･55122030001000011

4030119エージーエスプロサービス

ＡＧＳプロサービス(株)
048-825-5462代表取締役 小金井忠夫

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－１１
サービス維持管理

･55013030001012162

4030163エース

(株)エース
048-645-7701代表取締役 三浦芳明

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－６２－１
建物管理 健康・福祉サービス維持管理

･4104 ･54052030001012865

4030982エースステージ

(株)エースステージ 埼玉支店
048-797-5375支店長 大山裕也

埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１５６９－６
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･48991060001006997

4031238エール

(株)エール
048-711-7328代表取締役 福田正勝

埼玉県さいたま市南区内谷６－３－２２
土木施設維持管理維持管理

･57017030001020070

4030193エクス

(株)エクス
058-227-3410代表取締役 渡辺勉

岐阜県羽島市舟橋町本町５－３２
電算業務維持管理

･52013200001010792

4030216エクスアドメデイア

(株)エクス・アドメディア
048-837-5460代表取締役 中村俊宏

埼玉県さいたま市南区内谷４－１１－２６
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･47991030001014086

4031118エコクリエイト

(株)エコクリエイト
049-274-5678代表取締役 土岐田芳之

埼玉県入間郡三芳町竹間沢７２８－１
廃棄物処理維持管理

･44012030001057316

4030249エコケイカク

(株)エコ計画
048-862-5011代表取締役 井上綱隆

埼玉県さいたま市浦和区仲町４－2－２０ エコ計画浦和ビル
廃棄物処理維持管理

･4401･4402･4404･44054030001001049

4030252エコシテイサービス

(株)エコシティサービス
045-941-5725代表取締役 杉本憲二

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８－３３ サウスコア２０５号室
サービス 電話勧奨維持管理

･5503 ･5802･58999020001057426

4040063エコプラン

(株)エコ・プラン
03-3366-1100代表取締役 三ッ廣修

東京都新宿区西新宿７－２０－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･42054011101034254

4031320エコル

(株)エコル
03-5791-2901代表取締役 大島渡

東京都港区高輪３－４－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･57038010401004418

4040087エスアール

(株)エスアール
046-204-2301代表取締役 渋谷清心

神奈川県厚木市上依知１２６０－１
廃棄物処理維持管理

･4401･44029021001021537

4030148エスアイシー

(株)エス・アイ・シー さいたま支店
048-729-4064支店長 渡邉健一

埼玉県さいたま市大宮区東町１－１６－２
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4202 ･4304･43994040001011311

4030058エスイーシーエレベーター

エス・イー・シーエレベーター(株) 埼玉支社
048-650-3831支社長 田村慶太

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１２－７ 大宮西口第二大栄ビ
ル７階

建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42076010501005788
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4030034エスケイエム

(株)エス・ケイ・エム
048-752-9367代表取締役 関目敏行

埼玉県春日部市粕壁３－３－１８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4104･4106･4199 ･4201･4203･42045030001052693

4031282エスシーエス

エスシーエス(株)
048-936-1234代表取締役 野崎友義

埼玉県草加市青柳２－１９－１０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001034967

4031454エステム

(株)エステム 関東営業所
0480-59-3877所長 塚越亨

埼玉県久喜市西大輪３－２１－４
土木施設維持管理維持管理

･57049180001014155

4030535エスピーケン

(株)エスピー研
03-3239-0071代表取締役 安良岡洋介

東京都千代田区飯田橋３－１１－２０
試験・調査維持管理

･5002･50994010001012139

4040005エスビイデー

(株)エスビイデー 埼玉営業所
048-859-6880所長 大渕裕幸

埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－２
建物付属設備運転・保守点検 計画策定 維持管理その他維持管理

･4202 ･5199 ･69997060001014061

4030228エデユケーシヨナルネツトワーク

(株)エデュケーショナルネットワーク
03-5275-2101代表取締役 二瓶嘉男

東京都千代田区富士見２－１１－１１
学校等支援 製作等 試験・調査 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4602･4699 ･4801･4802･4805･4806･4808･4899 ･5002･5099 ･5499 ･5501･5502･5512･55995010001082973

4030078エヌイーシーソリユーシヨンイノベータ

ＮＥＣソリューションイノベータ(株) 営業統括本
部 03-5534-2625本部長 神田健治郎

東京都江東区新木場１－１８－７
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52047010601022674

4030220エヌイーシーネクサソリユーシヨンズ

ＮＥＣネクサソリューションズ(株) 公共第二ソリ
ューション事業部 03-5730-5122事業部長 羽鳥敦

東京都港区三田１－４－２８
電算業務 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･58997010401022924

4030248エヌイーシーネツツエスアイ

ＮＥＣネッツエスアイ(株) 関東支店
048-645-0248支店長 大重博和

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4202 ･43026010001135680

4030117エヌイーシーフイールデイング

ＮＥＣフィールディング(株) 埼玉支店
050-3146-3730埼玉支店長 坂入亜蘭

埼玉県さいたま市北区宮原町２－８５－５
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5202･52033010401022977

4031131エヌエイシー

(株)エヌ・エイ・シー
03-3501-5501代表取締役 山崎直人

東京都港区西新橋１-６-２１ ＮＢＦ虎ノ門ビル
健康・福祉サービス維持管理

･54998010001140159

4030004エヌエスカンキヨウ

エヌエス環境(株) 東京支社
048-614-8970支社長 大竹保典

埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９-１
検査・測定 試験・調査 計画策定維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5099 ･51994010401004900

4031441エヌエスカンキヨウ

エヌエス環境(株) 東京支社
048-614-8970支社長 大竹保典

埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044010401004900

4030923エヌエックスショウジ

NX商事(株) 埼玉営業センター
048-824-2266所長 町田剛

埼玉県さいたま市中央区下落合１０７９－１
サービス維持管理

･55071010001025515

4031369エヌジエーエス

(株)ＮＪＳ 関東事務所
048-824-0090所長 谷口雄大

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１ 浦和システムビルヂング
４Ｆ

土木施設維持管理維持管理

･57046011101045308

4030147エヌテイテイエイテイエムタツク

ＮＴＴ－ＡＴエムタック(株)
03-3350-5171代表取締役 深澤友雄

東京都新宿区新宿２－１３－１２
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52993011101003581
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4030996エヌテイテイデータ

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
03-5546-8202代表取締役社長 本間洋

東京都江東区豊洲３－３－３
電算業務 健康・福祉サービス サービス維持管理

･5299 ･5401･5406･5499 ･55109010601021385

4030250エヌテイテイデータアイ

(株)ＮＴＴデータ・アイ
03-6280-7800代表取締役社長 青木弘之

東京都新宿区揚場町１－１８
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52992011101056358

4030299エヌテイテイデータエムシーエス

(株)ＮＴＴデータ・エム・シー・エス
047-365-4821代表取締役社長 飯塚浩

千葉県松戸市松戸２０５９
電算業務維持管理

･5201･5202･52031040001036848

4030205エヌテイテイデータカンサイ

(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西
050-5545-3085代表取締役社長 古田正雄

大阪府大阪市北区堂島３－１－２１
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52994120001054120

4030916エヌテイテイドコモ

(株)ＮＴＴドコモ 埼玉支店
048-600-5101支店長 角誠司

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－１ ドコモ埼玉ビル４階
運送・運行 イベント・催事・広告 試験・調査 電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･4504 ･4701･4799 ･5002･5006 ･5201･5203 ･54991010001067912

4030840エヌテイテイネクシア

(株)ＮＴＴネクシア
011-212-1111代表取締役 高美浩一

北海道札幌市中央区南二十二条西６－２－２０
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5002 ･5204 ･5501 ･58997010401032840

4030465エヌテイテイヒガシニホンカンシンエツ

(株)ＮＴＴ東日本－関信越
0120-414-942代表取締役 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･4202 ･4302 ･5201･5203 ･54052030001010159

4040034エヌテイテイフアイナンスアセツトサービス

ＮＴＴファイナンス・アセットサービス(株)
03-3527-1077代表取締役 橋本考司

東京都千代田区神田須田町１－２４－４ アイセ神田ビル４Ｆ
廃棄物処理 サービス維持管理

･4405 ･55096010401097901

4030283エヌテツクサービス

(株)エヌテックサービス 春日部営業所
048-738-5345所長 稲見公之

埼玉県春日部市一ノ割１－２９－５２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･42995030001001312

4030303エバラジツギヨウ

荏原実業(株) 関東支社
048-824-0351支社長 原川和之

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4203･4204･4205 ･4305･4307･43995010001039024

4031447エバラジツギヨウ

荏原実業(株) 関東支社
048-824-0351支社長 原川和之

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045010001039024

4030622エバラシヨウジ

荏原商事(株) 関東支社
048-650-0712支社長 伊藤基之

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4111 ･4201･4202･4299 ･4307･43992010001062813

4031428エバラシヨウジ

荏原商事(株) 関東支社
048-650-0712支社長 伊藤基之

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042010001062813

4030022エバラセイサクシヨ

(株)荏原製作所 北関東支社
048-646-7129支社長 吉田英吾

埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３
機械器具保守点検維持管理

･43991010801001748

4031226エバラセイサクシヨ

(株)荏原製作所 北関東支社
048-646-7129支社長 吉田英吾

埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57041010801001748

4030156エビス

(株)エビス 川口支店
048-265-3611代表取締役 野川健

埼玉県川口市柳崎２－１５－３
製作等 電算業務 文書管理維持管理

･4802 ･5202･5204･5299 ･53044030001001131
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4030100エフアール

(株)エフアール
048-229-3085代表取締役 金子重行

埼玉県戸田市新曽南４－４－２７
建物管理 サービス維持管理

･4106 ･55054030001083211

4031135エフコムマーケテイング

(株)エフコムマーケティング
03-3865-7710代表取締役 木村清孝

東京都千代田区岩本町２-３-３
機械器具保守点検 電算業務 文書管理維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･53042010001137128

4030311エフレジ

(株)エフレジ
06-6485-3737代表取締役 杉本和彦

大阪府大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪タワーA
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52995130001024030

4031266エムエスケイ

(株)ＭＳＫ
048-872-0050代表取締役 大澤由紀夫

埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１１－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001094242

4030288エムエスケー

(株)MSK 埼玉支社
048-762-9525支社長 河端秀剛

埼玉県さいたま市南区南浦和２－４０－３ 第一大井ビル3階
建物管理維持管理

･4102･41047040001076153

4030473エムエムアイ

税理士法人エム・エム・アイ
03-3778-2311代表社員 髙橋節男

東京都品川区大井１－７－６
試験・調査 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･5099 ･5199 ･5299 ･69999010705001275

4030010エムシー

(株)MC
048-948-6653代表取締役 嶋淳

埼玉県三郷市彦川戸１－８４－１
健康・福祉サービス維持管理

･54089030011102214

4040093エムジーマリーン

エム・ジー・マリーン(株)
047-370-1501代表取締役社長 齊藤紀幸

千葉県市川市大和田２－１９－６
イベント・催事・広告維持管理

･47991040001025801

4030138エムジエイシー

(株)ＭＪＣ 減災事業部
03-5733-0717本部長 大渕達雄

東京都港区浜松町１－２４－８ オリックス浜松町ビル８階
イベント・催事・広告 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4799 ･5199 ･5201･52039350001001805

4030083エムズジヤパン

(株)Ｍ’ｓジャパン
04-2926-7437代表取締役 宮﨑訓

埼玉県所沢市山口３７３－９
試験・調査維持管理

･50045030001100832

4030136エムテイ

(有)エム・ティ
048-957-5496代表取締役 平井俊介

埼玉県三郷市早稲田４－２３－１５
サービス維持管理

･55041030002048430

4030079エムテイーアイ

(株)エムティーアイ
03-5333-6789代表取締役 前多俊宏

東京都新宿区西新宿３－２０－２
電算業務維持管理

･5201･5203･52046011101023123

4030472エルコム

(株)エルコム
03-5482-2141代表取締役 塩見泰成

東京都大田区千鳥２－１０－１６
機械器具保守点検維持管理

･43999010801001856

4031437エンドウシヨウジ

(有)遠藤商事
048-932-6106代表取締役 遠藤茂

埼玉県草加市青柳８－５７－４８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030002043472

4030057オウメシヨウコウカイギシヨ

公益経済団体青梅商工会議所
0428-23-0111会頭 小澤順一郎

東京都青梅市上町３７３－１
電算業務 サービス維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･55013013105001132

4031022オウヨウチシツ

応用地質(株) 東京事務所
048-652-4933事務所長 児玉貴司

埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903 ･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･52032010001034531
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4030188オーアイシー

(株)オー・アイ・シー
03-5651-8031代表取締役 見永エミ

東京都中央区日本橋富沢町１６－８ グリーンハウスビル２階
サービス維持管理

･55041010001093297

4031207オオアソスイシツカンリ

大阿蘇水質管理(株)
048-974-8011代表取締役 江藤真吾

埼玉県越谷市大林２７２－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 検査・測定維持管理

･4108 ･4205 ･4401 ･49017030001063689

4030161オーエージー

ＯＡＧ税理士法人
03-3237-7500代表社員 太田隆介

東京都千代田区五番町６－２
計画策定 電算業務 法規・相談事務 維持管理その他維持管理

･5199 ･5202 ･5601･5602 ･69998011105003318

4030048オーエンス

(株)オーエンス さいたま支店
048-645-2860支店長 片岡歩

埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 健康・福祉サービス サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･4903 ･5407･5499 ･55015010001039404

4030705オオカワウンユ

大川運輸(株)
0299-82-1534代表取締役 大川功

茨城県鹿嶋市宮中２－４－１３
廃棄物処理維持管理

･44039050001020109

4030097オークス

(株)オークス
03-3320-4880代表取締役 神﨑厚葉

東京都渋谷区代々木２－４－９
電算業務 文書管理 健康・福祉サービス サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5204 ･5304 ･5406･5499 ･5501 ･5801･58991011001004657

4031431オオクマゾウエン

(株)大熊造園
048-296-2257代表取締役 大熊雄二

埼玉県川口市安行９２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57031030001074023

4030986オオサカガスセキユリテイサービス

大阪ガスセキュリティサービス(株)
06-6306-2061代表取締役 遠山雅夫

大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－３５
健康・福祉サービス維持管理

･54054120001092789

4030935オオサカヤシヨテン

(有)大坂屋書店
048-925-6662代表取締役 武内徹

埼玉県草加市住吉１－１１－６５
試験・調査 サービス維持管理

･5099 ･55994030002043577

4030885オオサキデータテツク

大崎データテック(株)
03-5447-2260代表取締役 石本裕章

東京都品川区東五反田２－１－１０ 大崎電気ビル
電算業務 サービス維持管理

･5201･5203 ･55033010701022603

4030521オオシマシヨウジ

(有)大島商事
048-223-5800代表取締役 谷古宇伸予

埼玉県川口市領家３－８－１９
維持管理その他維持管理

･69996030002101135

4030173オーチユー

(株)オーチュー 埼玉支店
04-2903-7750支店長 攝田将彦

埼玉県所沢市泉町９１４－１７－１０１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･4308･4399 ･5204 ･55014011001004794

4031255オオツカグリーン

(株)大塚グリーン
048-687-8424代表取締役 大塚明祥

埼玉県さいたま市見沼区東宮下４８８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001009138

4030196オオツカシヨウカイ

(株)大塚商会 ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課
048-858-1171課長 小堀保夫

埼玉県さいたま市中央区上落合８－１－１９
機械器具保守点検 電算業務 サービス維持管理

･4302 ･5201･5202･5203 ･55121010001012983

4040008オープンループパートナーズ

(株)オープンループパートナーズ
03-5368-3088代表取締役 駒井滋

東京都新宿区新宿４－３－１７ ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ
７階

建物管理 イベント・催事・広告 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･4701･4799 ･5204 ･5501 ･58999011101043936

4030197オオミヤツウウン

大宮通運(株)
048-651-3101代表取締役 川西兵衛

埼玉県さいたま市北区大成町４－９１４－１
運送・運行 文書管理 維持管理その他維持管理

･4501･4502･4505･4506 ･5302 ･69996030001001575
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4031012オオモリ

(株)オオモリ
03-3627-9730代表取締役 池本博樹

東京都葛飾区水元３-１５-８
健康・福祉サービス維持管理

･54081011801024912

4031484オオヤリヨクカ

(株)大谷緑化
048-684-5912代表取締役 堀江良彰

埼玉県さいたま市見沼区大谷４０６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001001652

4031390オール

(株)オール
04-2949-9275代表取締役 青木啓之

埼玉県所沢市林１－１９４－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･57045030001023802

4030190オカダウンユ

(株)岡田運輸
048-940-0011代表取締役 木村健児

埼玉県草加市長栄３－２９－２
運送・運行維持管理

･4501･4502･45997030001034772

4030107オカダシヨウカイ

(株)岡田商会
048-982-2913代表取締役 岡田和法

埼玉県吉川市中井１－１１７
機械器具保守点検 サービス維持管理

･4399 ･55997030003003288

4031485オカニワケンザイコウギヨウ

岡庭建材工業(株)
048-955-4411代表取締役 岡庭正明

埼玉県三郷市鷹野４－５９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001036582

4031389オカニワリヨクカエン

(株)岡庭緑花園
048-956-3930代表取締役 岡庭吉豪

埼玉県三郷市鷹野１－４３４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001036576

4030157オカヤスシヨウジ

岡安商事(株)
048-795-1739代表取締役 岡安和夫

埼玉県さいたま市岩槻区上野３－６－２
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405･4499 ･55091030001017832

4031223オガワコウギヨウ

小川工業(株) さいたま営業所
048-778-7750営業所長 吉野武雄

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７３－１３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001086732

4030062オキクロステツク

ＯＫＩクロステック(株) 第二支社
048-855-7580支社長 佐藤真央

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42026010701001991

4030703オキデンキコウギヨウ

沖電気工業(株) 首都圏営業本部
03-5445-6092本部長 池西利勝

東京都港区虎ノ門１－７－１２
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202･4209 ･4302 ･5201･5202･5203･52047010401006126

4031272オザワドウロ

小沢道路(株)
0480-24-2424代表取締役 吉田美江

埼玉県久喜市久喜東２－３６－２９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001031387

4031464オザワロード

オザワロード(株)
048-977-7595代表取締役 小澤政子

埼玉県越谷市大泊５６４－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001066136

4030829オシヤベリサロンオチヤノマ

おしゃべりサロン・お茶の間
048-956-9610代表者 齋藤美智子

埼玉県三郷市高州４－１３３－５
健康・福祉サービス維持管理

･5407

4031374オダコウギヨウ

(株)織田興業
048-996-1181代表取締役 織田隆志

埼玉県八潮市中央１－３－１３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001112949

4031169オヒサマジヨサンイン

おひさま助産院
090-3225-8617代表者 池田羽寿美

埼玉県三郷市中央５－４３－６
健康・福祉サービス維持管理

･5499
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4030805オヒサマノカイ

おひさまの会
048-957-1236代表者 吉田陽子

埼玉県三郷市早稲田６－３０－２９
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499

4030076オフイスエイジー

(有)オフィス・エイ・ジー
048-476-0025取締役 淺野吉司

埼玉県富士見市水谷東２－２５－５
サービス維持管理

･55048030002065031

4030271オフイスメグミ

Ｏｆｆｉｃｅ恵み
048-957-4061代表者 橋本美代子

埼玉県三郷市さつき平１－５－２－３１３
健康・福祉サービス維持管理

･5408

4030015オリエンタルコンサルタンツ

(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
048-833-7676所長 福重辰二

埼玉県さいたま市中央区新中里４－１４－１７
イベント・催事・広告 製作等 検査・測定 計画策定 電算業務維持管理

･4701 ･4806 ･4901･4902･4903 ･5101･5199 ･5202･52044011001005165

4030856オリジナルセツケイ

オリジナル設計(株) 埼玉営業所
048-815-5553所長 大場浩文

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－９－１
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52998011001065098

4030053オリツクスシゲンジユンカン

オリックス資源循環(株)
048-582-0871代表取締役 花井薫一

埼玉県大里郡寄居町三ケ山３１３
廃棄物処理維持管理

･4402･4404･44998030001087308

4030222オリツクスフアシリテイーズ

オリックス・ファシリティーズ(株)
075-841-7550代表取締役 深谷健司

京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･42098130001019358

4030122オンロード

(株)オンロード
048-781-2255代表取締役 土肥理一郎

埼玉県上尾市向山３１－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9 ･4306･43077030001041265

4031168カーリバイバルシヨツプイワタ

(有)カーリバイバルショップイワタ
048-959-9944代表取締役 岩田誠規

埼玉県三郷市番匠免１－３２４
サービス維持管理

･5507･55081030002050659

4030072カイギロクケンキユウシヨ

(株)会議録研究所
03-3267-6051代表取締役 妹尾潤

東京都新宿区市谷八幡町１６
建物付属設備運転・保守点検 電算業務 文書管理維持管理

･4202 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5303･5305･53996011101004370

4030056カイギロクセンター

(株)会議録センター
048-549-0822代表取締役 加藤剛也

埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２
製作等 電算業務 文書管理維持管理

･4899 ･5201･5203･5204･5299 ･53058030001062153

4031198カイコウボウ

快工房(株)
048-291-7721代表取締役 時岡邦男

埼玉県川口市差間２－１４－５
維持管理その他維持管理

･69994010001040734

4030192カインズスタツフ

(株)カインズスタッフ
047-432-1431代表取締役 石井大輔

千葉県船橋市葛飾町２－３４０ フロントンビル５階
サービス維持管理

･55017040001020227

4031460カジケンチクセツケイジムシヨ

(株)梶建築設計事務所
03-3263-9851代表取締役 金子正

東京都千代田区麹町２－４ 三誠堂ビル
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048010001013901

4031381カジセツケイテクノス

梶設計テクノス(株)
03-5276-1363代表取締役 金子正

東京都千代田区麹町２－４ 三誠堂ビル
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043010001013906

4031018カシマインサツシヨ

(株)鹿島印刷所
0244-46-5555代表取締役 川又啓蔵

福島県南相馬市鹿島区鹿島町１５９
製作等 試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理維持管理

･4801 ･5002 ･5199 ･5204 ･5303･53048380001015860
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4040041カジマカンキヨウエンジニアリング

鹿島環境エンジニアリング(株)
03-3746-7681代表取締役 新川隆夫

東京都港区元赤坂１－５－３１ 新井ビル６階
維持管理その他維持管理

･69994010401039186

4030945カスカベカンコウバス

(株)春日部観光バス
048-737-6639代表取締役 野口厚

埼玉県春日部市大場９９１－１－５
運送・運行維持管理

･4503･45073030001052118

4030309カズマツト

(株)ＣＵＺＭＡＴ 埼玉営業所
049-293-7225埼玉営業所長 近藤耀

埼玉県富士見市西みずほ台１－４－５ ベルトピアみずほ台３０２
建物管理 サービス維持管理

･4103･4104･4199 ･55997020001061082

4040060ガツケンエルスタツフイング

(株)学研エル・スタッフィング
03-6903-1342代表取締役 伊藤弘雅

東京都豊島区高田３－１４－２９ ＫＤＸ高田馬場ビル３階
学校等支援 健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･4699 ･5499 ･5599 ･69992011101012039

4030047カツタ

(株)カツタ
029-270-3711代表取締役 望月福男

茨城県ひたちなか市高野１９６８－２
廃棄物処理 維持管理その他維持管理

･4401･4402･4404･4499 ･69997050001006670

4030261カツタカンキヨウ

勝田環境(株)
029-272-2141代表取締役 望月福男

茨城県ひたちなか市津田２５５４-２
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4107 ･4401･4402･4403･44041050001006676

4030150カトウケンセツ

加藤建設(株)
042-329-1361代表取締役 加藤成樹

東京都国分寺市南町３－４－５
試験・調査維持管理

･50994011101048106

4030060カトウシヨウジ

(株)加藤商事
048-624-5335代表取締役 加藤隆

埼玉県さいたま市西区内野本郷２９７－４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4106･4107･4108 ･4205 ･4307 ･4401･4405 ･50049030001001969

4030071カトウシヨウジ

(株)加藤商事
048-624-1611代表取締役 秋谷信仁

埼玉県さいたま市西区中釘２２２８－５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4107･4108 ･4205 ･4307 ･4401 ･50047030001014196

4031371カトウシヨウジ

(株)加藤商事
048-624-1611代表取締役 秋谷信仁

埼玉県さいたま市西区中釘２２２８－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001014196

4031457カトウシヨウジ

(株)加藤商事
048-624-5335代表取締役 加藤隆

埼玉県さいたま市西区内野本郷２９７－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001001969

4031234カトウニホンダナ

(株)加藤日本店
048-982-1247代表取締役 互井明世

埼玉県吉川市加藤４４３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001065508

4030086カドクラテクノ

門倉テクノ(株) 関東支店
048-871-1005支店長 門倉拓也

埼玉県さいたま市浦和区元町１－２４－２５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･42999070001004654

4031483カナスギケンセツ

金杉建設(株)
048-737-6211代表取締役 吉川祐介

埼玉県春日部市南１－６－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001050910

4031013カネコ

(株)兼子 埼玉戸田工場
048-422-1431エリアマネージャー 磯野淳一

埼玉県戸田市美女木１０６０
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4499 ･55092080001006020

4030273カネコジヨサンジヨ

金子助産所
090-6955-8848代表者 金子政代

埼玉県三郷市早稲田８－４－４
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499
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4030092カマチヨウセイコウ

鎌長製衡(株) 東京支店
03-3243-2080支店長 寺井公一

東京都中央区日本橋１－１４－７ 明治安田生命江戸橋ビル
機械器具保守点検維持管理

･43046470001000095

4031045カワグチカンザイ

川口管財(株)
048-240-5800代表取締役 高柳恵造

埼玉県川口市西青木２－４－２０
建物管理維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106･41998030001074223

4030131カワグチヤクヒンカガク

川口薬品化学(株)
048-252-2149代表取締役 柿本章宏

埼玉県川口市川口５－１２－３４
機械器具保守点検維持管理

･43049030001074305

4030258カワジユウレイネツコウギヨウ

川重冷熱工業(株) 北関東支店
0480-44-9340支店長 阿部洋一

埼玉県白岡市新白岡７－１４－１３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･42043160001012736

4030237カワタカセイ

川田化成(株)
048-957-8722代表取締役 川田康雄

埼玉県三郷市早稲田３－２９－１０
廃棄物処理 イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4402･4405 ･4703･4799 ･48993030001036599

4030285カワナベコウギヨウ

カワナベ工業(株) 埼玉営業所
048-501-8407所長 石井和夫

埼玉県熊谷市曙町１－２３－１ 曙町パレス１－Ａ
建物管理 機械器具保守点検 廃棄物処理 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4107 ･4307 ･4401 ･5004･5099 ･69993070001006573

4031365カワナベコウギヨウ

カワナベ工業(株) 埼玉営業所
048-501-8407所長 石井和夫

埼玉県熊谷市曙町１－２３－１ 曙町パレス１－Ａ
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043070001006573

4030234カワノサトフクシカイ

(社福)川の郷福祉会
048-940-1290理事長 萩進

埼玉県三郷市早稲田１－１７－１３
イベント・催事・広告 文書管理 健康・福祉サービス 法規・相談事務 維持管理その他維持管理

･4799 ･5304 ･5499 ･5602 ･69995030005005953

4031325カワモトギケンコウギヨウ

川本技研工業(株)
048-584-2488代表取締役 岸本彰太郎

埼玉県深谷市荒川８６
土木施設維持管理維持管理

･57043030001086082

4030110カワモトサービス

川本サービス(株) 首都圏支店
03-4526-0691支店長 小野生明

東京都文京区小石川５－３２－８
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4205･4299 ･43993180001035322

4030073カンエイメンテナンス

(株)カンエイメンテナンス
048-554-9511代表取締役 山田正巳

埼玉県行田市桜町１－６－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理

･4104･4106･4111･4199 ･4205 ･55011030001086761

4031358カンエイメンテナンス

(株)カンエイメンテナンス
048-554-9511代表取締役 山田正巳

埼玉県行田市桜町１－６－１０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001086761

4031125カンキヨウエイセイ

環境衛生(株)
048-941-9300代表取締役 加藤良惠

埼玉県草加市小山１－２０－４１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4107･4108 ･4205･4299 ･4401･4403 ･5004 ･69995030001034799

4031501カンキヨウエイセイ

環境衛生(株)
048-941-9300代表取締役 加藤良惠

埼玉県草加市小山１－２０－４１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001034799

4030102カンキヨウカンリセンター

(株)環境管理センター 北関東技術センター
048-840-1100センター長 宮原慎一

埼玉県さいたま市中央区本町東３－１５－１２
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49997013401000164

4030167カンキヨウギケン

(株)環境技研 埼玉支店
048-466-8122支店長 原口宏之

埼玉県朝霞市栄町４－３－１８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4106･4107･4108･41
11･4199 ･4201･4203･4204･4205･4209･4299 ･4304･4305･4307･4399 ･4401 ･4901･4902･4903･4906･49992011301001568
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4031281カンキヨウギケン

(株)環境技研 埼玉支店
048-466-8122支店長 原口宏之

埼玉県朝霞市栄町４－３－１８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042011301001568

4031488カンキヨウギケン

環境技建(株)
048-969-5777代表取締役 根岸俊剛

埼玉県越谷市宮本町４－５５－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001065082

4031211カンキヨウクリーン

(株)環境クリーン
03-5844-6711代表取締役 矼康雄

東京都文京区水道２－２－１０
土木施設維持管理維持管理

･57034010001207465

4030005カンキヨウグリーンエンジニア

(株)環境・グリーンエンジニア 埼玉事務所
048-540-6341所長 土屋義治

埼玉県鴻巣市上谷２４０７－５
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定維持管理

･4701 ･5002･5099 ･51996010001096964

4031493カンキヨウグリーンエンジニア

(株)環境・グリーンエンジニア 埼玉事務所
048-540-6341所長 土屋義治

埼玉県鴻巣市上谷２４０７－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57036010001096964

4030051カンキヨウケイソウ

環境計装(株)
049-241-8121代表取締役 達信也

埼玉県川越市今福１７５２－４
機械器具保守点検維持管理

･4304･4305･43997030001054564

4031284カンキヨウケイソウ

環境計装(株)
049-241-8121代表取締役 達信也

埼玉県川越市今福１７５２－４
土木施設維持管理維持管理

･5702･57047030001054564

4030061カンキヨウサイタマ

環境さいたま(株)
048-297-6570代表取締役 武田健二

埼玉県川口市長蔵３－２－２
サービス維持管理

･55066030001075900

4031286カンキヨウシステムサービス

(株)環境システムサービス
042-625-8120代表取締役 加藤愼次郎

東京都八王子市横川町１０７６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042010101000805

4030731カンキヨウソウゴウケンキユウシヨ

(株)環境総合研究所
049-225-7264代表取締役 吉田裕之

埼玉県川越市鴨田５９２－３
検査・測定 試験・調査 計画策定維持管理

･4901･4902･4903･4904･4999 ･5002･5003･5099 ･5101･5102･51996030001054565

4030146カンキヨウテクノ

(株)環境テクノ
048-474-2216代表取締役 越川剛

埼玉県朝霞市溝沼１２９２－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理

･4101･4102･4103･4106･4107･4199 ･4201･4203･4204･4205･4299 ･55019011101063224

4030524カンキヨウテクノ

(株)環境テクノ
0493-39-5181代表取締役 星野宗義

埼玉県東松山市大谷３０６８－７０
検査・測定 試験・調査 計画策定維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5003 ･51996030001070777

4040067カンキヨウミライ

環境未来(株) 埼玉営業所
048-657-8548所長 立花英幸

埼玉県桶川市泉１－８－７
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49046100001014512

4031354カンスイコウギヨウ

管水工業(株) 埼玉支店
048-458-3938取締役支店長 佐藤稔

埼玉県川口市上青木６－７－３ 華ハイツ１階
土木施設維持管理維持管理

･57044070001006507

4031327カンセイ

(株)環生
048-662-6366代表取締役 鈴木克明

埼玉県さいたま市北区本郷町１０７７
土木施設維持管理維持管理

･5701･57036030001012449

4031222カンセイコウギヨウ

管清工業(株) 北関東営業所
048-652-7633所長 浅野正順

埼玉県さいたま市北区宮原町４－９５－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041010901002720
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4030003カンソウケン

(株)管総研 東京支店
03-5205-1990東京支店長 榊原浩二

東京都中央区京橋２－１－３
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52048140001054437

4031189カンダツウシンキ

神田通信機(株) 北関東支店
048-641-6068支店長 落合宏行

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－１６７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･5201･52036010001013597

4030064カントウイスズジドウシヤ

関東いすゞ自動車(株) 越谷支店
048-990-7711支店長 大元健司

埼玉県越谷市流通団地１－１－１５
サービス維持管理

･55076070001006447

4030124カントウコウギヨウ

関東港業(株) 文化財保存対策事業部
03-3456-1314部長 浅葉信之

東京都港区芝浦４－１７－１１
建物管理 検査・測定維持管理

･4109 ･49997020001025871

4030031カントウサービスコウシヤ

(株)関東サービス工社
048-640-1372代表取締役 青木裕幸

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５９－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理

･4107･4108･4111 ･4299 ･5501･5503･55999030001001746

4031251カントウサービスコウシヤ

(株)関東サービス工社
048-640-1372代表取締役 青木裕幸

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５９－２
土木施設維持管理維持管理

･5702･5703･57049030001001746

4030463カントウジドウシヤ

関東自動車(株)
048-831-2611代表取締役 宇野三花

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－３－１９
運送・運行維持管理

･4503･4504･45994030001001750

4030233カントウデンキホアンキヨウカイ

一般財団法人関東電気保安協会 埼玉事業本部
048-856-3051埼玉事業本部長 小林伸一

埼玉県さいたま市中央区上落合４－１０－６
建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4201 ･49998013302001704

4030183カントウトシヨ

関東図書(株)
048-862-2901代表取締役 岩渕均

埼玉県さいたま市南区別所３－１－１０
製作等 文書管理維持管理

･4802･4805･4808･4899 ･5303･53046030001001757

4030008カントウプラント

関東プラント(株)
048-778-1626代表取締役 菅原道俊

埼玉県上尾市菅谷２－９
建物管理維持管理

･4107･41997030001041298

4030198カントウブンカザイシンコウカイ

関東文化財振興会(株)
0296-28-7737代表取締役 宮田和男

茨城県筑西市布川１０１２
製作等 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4801 ･5099 ･69998050001033202

4030386カントウホーチキ

関東ホーチキ(株) さいたま支社
048-667-8521支社長 本間裕栄

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５４７
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42097070001000523

4030175カントウマツダ

(株)関東マツダ 法人営業本部
048-641-3657法人営業本部長 小澤哲

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３４５
サービス維持管理

･55079011401007789

4030063カントウリサイクル

(株)ＫＡＮＴＯリサイクル
048-878-9802代表取締役 フリンポン美矢

埼玉県さいたま市岩槻区笹久保１３０－１
サービス維持管理

･55099030001104986

4030162キーペツクス

(株)キーペックス
043-241-6891代表取締役 齊藤進

千葉県千葉市中央区中央港２－４－４
文書管理維持管理

･5302･53992040001001603

4030201ギジロクセンター

(株)ぎじろくセンター 東京営業所
03-6264-8781取締役兼東京営業所長 濱野尚子

東京都中央区日本橋小舟町９－３ 日本橋相互ビル５０５号室
電算業務 文書管理維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･53054250001003147
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4040058キズキ

(株)キズキ
03-6273-0796代表取締役 安田祐輔

東京都渋谷区代々木１－４６－１ キハラビル４階
学校等支援 維持管理その他維持管理

･4699 ･69997011001106472

4030026キタニホンコンピユーターサービス

北日本コンピューターサービス(株)
018-834-1811代表取締役 江畑佳明

秋田県秋田市南通築地１５－３２
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･52033410001000946

4030189キツズドア

(ＮＰＯ)キッズドア
03-5244-9990理事 渡邉由美子

東京都中央区新川１－２８－３３ Glanffice茅場町ビル２階
健康・福祉サービス維持管理

･54997010005014434

4031384キノシタケンセツ

(株)木下建設
0480-53-6355代表取締役 木下冨喜男

埼玉県白岡市彦兵衛１２８－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001051637

4040096キノシタコウキンサービス

(株)木下抗菌サービス
03-5908-2389代表取締役 川村卓也

東京都新宿区西新宿６－５－１
建物管理 学校等支援 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4199 ･4699 ･4799 ･5499 ･55992010101013773

4030069キハラ

キハラ(株)
03-3292-3301代表取締役 木原一雄

東京都千代田区神田駿河台３－５
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52044010001014829

4030269キヤノンシステムアンドサポート

キヤノンシステムアンドサポート(株) 埼玉中央営
業部 048-649-1215部長 新井孝彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
機械器具保守点検 製作等 電算業務 文書管理維持管理

･4301･4302･4303 ･4805･4806 ･5201･5203･5299 ･53025010701002751

4030145キヤノンメデイカルシステムズ

キヤノンメディカルシステムズ(株) 埼玉支店
048-651-9290支店長 田所雅邦

埼玉県さいたま市北区土呂町１－４５－１０
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4301･4302 ･5201･5202･5203･5204･52998060001013525

4030049キヤノンメデイカルフアイナンス

キヤノンメディカルファイナンス(株)
03-6371-4591代表取締役 田仲純

東京都中央区日本橋人形町２－１４－１０ アーバンネット日本橋
ビル

機械器具保守点検維持管理

･43013010001005457

4030816キヤプテイ

(株)キャプティ
03-6897-3320代表取締役社長 菊山嘉晴

東京都墨田区堤通１－１９－９
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4203･4204･42068010701019611

4040068キヤリアバンク

キャリアバンク(株)
011-251-3373代表取締役 佐藤良雄

北海道札幌市中央区北５条西５－７
イベント・催事・広告 試験・調査 サービス維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･5002･5099 ･5501･5502･5512･55997430001004883

4031055キヤリアプラザサイタマ

(ＮＰＯ)キャリアプラザ埼玉
048-885-5345理事長 春原義憲

埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎４－２５－１８
学校等支援 イベント・催事・広告 法規・相談事務維持管理

･4699 ･4701 ･56028030005001900

4031129キヤリアリンク

キャリアリンク(株)
03-3340-5077代表取締役 成澤素明

東京都新宿区西新宿２－１－１
建物管理 電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･5303･5304･5305･5399 ･5501･5502･5503･5512･5599 ･5801･5802･58992011101023151

4030153キヤンサースキヤン

(株)キャンサースキャン
03-6420-3390代表取締役 福吉潤

東京都品川区西五反田１－３－８
健康・福祉サービス維持管理

･54996011001062543

4030030キユウシヨクキヨウドウサービスリツプル

一般社団法人給食協同サービスリップル セントラ
ルキッチン 048-949-2005センター責任者 植草正一

埼玉県三郷市新和４－３２６－２
健康・福祉サービス維持管理

･54043011805002689

4030116キヨウイクサンギヨウ

教育産業(株)
048-685-0855代表取締役 高嶋さくら

埼玉県さいたま市見沼区南中野３０１－１
機械器具保守点検維持管理

･4302･43038030001002241



24頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

4030174キヨウエイ

(株)共映
047-330-9191代表取締役 鹿野砂織

千葉県松戸市河原塚２２１－２４
製作等維持管理

･48012040001035213

4030243キヨウエイ

(株)協栄
03-3666-3251代表取締役 山田賢治

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 イベント・催事・広告 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
8･4209･4299 ･4306･4307･4308･4399 ･4701･4702･4799 ･5501･55992010001041271

4031053キヨウエイジドウシヤコウギヨウ

共栄自動車工業
048-957-9481代表者 斉藤秀一

埼玉県三郷市後谷５１－１
サービス維持管理

･5507

4030988キヨウセイ

(株)共生
048-831-1818代表取締役 溝口久美子

埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２－３－３０１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4901･49034030001014158

4031151ギヨウセイ

(株)ぎょうせい 関東支社
03-6892-6231支社長 藤原和秀

東京都江東区新木場１－１８－１１
製作等 計画策定 電算業務 サービス 法規・相談事務維持管理

･4801･4802･4805･4806･4808･4899 ･5101･5102･5199 ･5201･5203･5299 ･5512 ･5601･56021010001100425

4030033ギヨウセイシステム

行政システム(株) 東京支店
042-521-4194東京支店長 中西英喜

東京都立川市曙町２－２２－２０
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52041012801000382

4030227キヨウセラコミユニケーシヨンシステム

京セラコミュニケーションシステム(株)
075-623-0311代表取締役社長 黒瀬善仁

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６
機械器具保守点検 電算業務 維持管理その他維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･69996130001012562

4030181キヨウドウカンザイ

(株)協働管財
03-3353-1120代表取締役 塚本吉朗

東京都新宿区若葉１－１０－１１
建物管理 サービス 維持管理その他維持管理

･4110 ･5511 ･69991180301009250

4040075キヨウリツキユウシヨク

協立給食(株)
03-5414-3371代表取締役 高村充

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－３０－３
学校等支援維持管理

･4601･46034011001006304

4031062キヨウリツジヨウホウツウシン

協立情報通信(株) 埼玉営業所
048-954-0642営業所長 西室正浩

埼玉県三郷市幸房１３１-１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 製作等 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･4806 ･5201･5203･52992010401008184

4031467キヨウワコウギヨウ

(株)協和工業
048-728-1225代表取締役 岩下真哉

埼玉県北足立郡伊奈町西小針５－７４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001043052

4030115キョウワコンサルタンツ

(株)協和コンサルタンツ 関東営業所
048-645-4740所長 発地雅史

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６
イベント・催事・広告 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4799 ･4901･4902･4903･4999 ･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･52042011001006553

4030170キヨウワセツビ

(株)協和設備
048-973-6000代表取締役 清水一郎

埼玉県越谷市大道４７８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107 ･4203･4204･4205･4209 ･4305･4306･43077030001063838

4031144キヨクトウギコウコンサルタント

(株)極東技工コンサルタント 埼玉事務所
048-783-2539所長 秋元透

埼玉県さいたま市大宮区三橋１－４６２－９
試験・調査 電算業務維持管理

･5099 ･5201･5202･5203･5204･52992120901006107

4030108キヨクトウサービスエンジニアリング

極東サービスエンジニアリング(株)
03-5781-9833代表取締役 山根哲

東京都品川区東品川３－１５－１０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42994010801019845

4030287キヨクトウビルカンリ

極東ビル管理(株)
048-686-8880代表取締役 長島照明

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１８４３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4202･4203･4204･42051030001002289
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4031108キンキニツポンツーリスト

近畿日本ツーリスト(株) 埼玉支店
048-641-7015支店長 高瀬晃一

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１３－２ ＯＭＣビル１階
運送・運行 イベント・催事・広告 製作等 試験・調査維持管理

･4507 ･4701･4799 ･4802･4899 ･5002･50992010001187437

4031195キングランメデイケア

キングラン・メディケア(株) 埼玉支社
048-680-4470取締役執行社長 森長英司

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１３４０
建物管理 サービス維持管理

･4106 ･55052010001083231

4030074キンセイドウジヨウホウシステム

(株)金聖堂情報システム
042-985-1511代表取締役 金子忠弘

埼玉県日高市梅原９９－２
電算業務 文書管理維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･53998030001089691

4030101クウカンジヨウホウサービス

空間情報サービス(株)
043-222-6694代表取締役 古里弘

千葉県千葉市中央区中央３－１０－６
試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理 サービス維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･5304･5305･5399 ･55992040001000522

4031058クドウセツケイ

(株)工藤設計 埼玉営業所
048-863-0910営業所長 手塚正人

埼玉県さいたま市南区別所２－３７－７
試験・調査 電算業務維持管理

･5004･5099 ･5203･52049060001001454

4030491クボタキコウ

クボタ機工(株) 東京支店
03-3245-3141支店長 市川篤

東京都中央区京橋２－１－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4111 ･42053120001149458

4031385クボタキコウ

クボタ機工(株) 東京支店
03-3245-3141支店長 市川篤

東京都中央区京橋２－１－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043120001149458

4030013クマガヤツウウン

熊谷通運(株)
048-522-5131代表取締役 山本博

埼玉県熊谷市筑波３－１９３
建物管理 廃棄物処理 運送・運行 サービス 維持管理その他維持管理

･4104 ･4401 ･4501･4502･4505･4506･4599 ･5504 ･69996030001084661

4031127クマリフト

クマリフト(株) 北関東営業所
048-646-0515所長 工藤政一

埼玉県さいたま市大宮区東町１－５４ 雄飛堂ビル４階
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42076120901009295

4040097グラウンドツールス

Ｇｒｏｕｎｄ　Ｔｏｏｌｓ
050-5372-9298代表者 猿木曉史

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４４６－８３０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 計画策定維持管理

･4107 ･4201･4202･4209･4299 ･5102

4031406グラケン

(株)グラケン
0480-38-1930代表取締役 関川剛史

埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前３９９－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57032030001051839

4030275クラモチデンキ

倉持電気(株)
048-957-7063代表取締役 瀧澤由樹

埼玉県三郷市早稲田４－２１－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4203･42095030001036639

4040023クリアライフ

(株)クリアライフ
048-934-9935代表取締役 石戸谷大悟

埼玉県三郷市采女１－１６１
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4107･4109 ･44014030001041029

4030158グリーンエコ

(株)グリーンエコ 東京事務所
03-6807-7710所長 中井裕典

東京都北区田端新町３－１４－４ ＮＯＺＡＫＩビル
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･52042120001115147

4030029グリーンカンキヨウネツト

(株)グリーンかんきょうネット
052-734-0307代表取締役 西部美樹

愛知県名古屋市千種区今池１－６－３
サービス維持管理

･55098180001061842

4030213クリーンコウボウ

(株)クリーン工房 川口支店
048-226-5450専務取締役 川鍋一朗

埼玉県川口市本町４－１－８ 川口センタービル３Ｆ
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 イベント・催事・広告 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111･4199

･4201･4203･4204･4205･4206･4207･420
8･4209･4299 ･4601･4602･4603･4699 ･4701･4702･4703･4799 ･5501･5503･5512･55994030001002410



26頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

4031214クリーンコウボウ

(株)クリーン工房
048-601-5450代表取締役 川鍋大二

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ さいたま新都心ＬＡタワ
ー３０階

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001002410

4030098グリーンテツク

グリーンテック(株)
04-7148-4187代表取締役 張ケ谷正樹

千葉県柏市高田８０６
建物管理維持管理

･41028040001069115

4031486グリーンテツク

グリーンテック(株)
04-7148-4187代表取締役 張ヶ谷正樹

千葉県柏市高田８０６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57038040001069115

4040064クリーンテツクサーマル

(株)クリーンテックサーマル
048-572-3445営業部課長代理 服部瑞樹

埼玉県深谷市折之口１９８５
廃棄物処理維持管理

･44025030001085586

4030007グリーンブルー

グリーンブルー(株)
045-322-1011代表取締役 杉本健司

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２
機械器具保守点検 検査・測定 電算業務維持管理

･4304 ･4901･4902･4903･4999 ･5201･52038020001041835

4030255クリバライリヨウキカイテン

(株)栗原医療器械店 城東営業所
03-5613-8088所長 菅田英寿

東京都足立区加平３－７－１８
機械器具保守点検維持管理

･43014070001022669

4030218クリバラレントゲン

栗原レントゲン(株) 埼玉営業所
048-580-7951所長 加藤義人

埼玉県熊谷市宮前町２－１８２ 矢島ビル１Ｆ
機械器具保守点検維持管理

･43017070001001125

4030560クレアールプラス

(有)クレアール・プラス
048-957-1596取締役 北川良幸

埼玉県三郷市早稲田４－７－１ 三郷早稲田サニーコート４０５
製作等維持管理
･4801･4802･4804･4805･4806･4808･48
995030002048724

4030023クレハカンキヨウ

(株)クレハ環境
0246-63-1231代表取締役社長 佐野健

福島県いわき市錦町四反田３０
廃棄物処理維持管理

･4401･44027380001012792

4031150クレモナカイ

（医）クレモナ会
048-533-8858理事長 兼板佳孝

埼玉県熊谷市三ヶ尻４８
健康・福祉サービス維持管理

･54012030005013488

4030678グローバー

(株)グローバー 三郷営業所
048-954-7635インサイドセールスチーム課長 阿諏訪剛

埼玉県三郷市鷹野２－４０８－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理維持管理

･4106･4107 ･4203･4205 ･4401･44026030001040549

4030009グローバルキヤスト

(株)グローバルキャスト
052-433-7177代表取締役 川口英幸

愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－１２ グローバルゲート１
４Ｆ

電算業務 文書管理 サービス維持管理

･5201･5203 ･5303 ･55995180001078253

4040042グローバルデザイン

グローバルデザイン(株)
054-273-6385代表取締役 白旗保則

静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１ 葵タワー１６階
イベント・催事・広告 製作等 電算業務 サービス 維持管理その他維持管理

･4799 ･4899 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501 ･69999080001001304

4031148グローバルリンクリサイクル

(株)ＧＬＯＢＡＬＬＩＮＫＲＥＣＹＣＬＥ
048-797-2363代表取締役 オセイトーマスオウス

埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０－１
サービス維持管理

･55093030001068056

4030141グローリー

グローリー(株) 関東支店
048-654-8601支店長 池本清隆

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６６０
維持管理その他維持管理

･69995140001058614

4030132クワバラパンプキン

(株)クワバラ・パンぷキン
048-852-7496代表取締役 桑原幹夫

埼玉県さいたま市中央区本町西４－１１－１０
廃棄物処理維持管理

･4401･4402･44048030001002381



27頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

4030139グントウエコロ

群桐エコロ(株)
0276-55-0500代表取締役 山口博

群馬県太田市新田大町６００－２６
廃棄物処理維持管理

･4402･44995070001021323

4030135ケアサービスミサト

(有)ケアサービス三郷
048-959-6017代表取締役 平井雅三

埼玉県三郷市早稲田４－２３－１５
運送・運行 健康・福祉サービス維持管理

･4599 ･5402･5407･5408･54999030002048745

4030187ケアマネージメントサポートセンター

(ＮＰＯ)ケアマネージメントサポートセンター
048-840-1920理事 西村朋子

埼玉県さいたま市中央区下落合５－１０－５
計画策定 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･5199 ･5408･5499 ･69992030005001807

4030096ケイアンドシーシステムキカク

ケイアンドシーシステム企画
048-928-7798代表者 日諸幸紀

埼玉県草加市氷川町２１６５－９ ヘルリッヒⅡ２０１号
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4303･4399 ･5201･5202･5203

4031106ケイエスエス

ＫＳＳ(株)
042-560-2042代表取締役 深澤重幸

東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
維持管理その他維持管理

･69993012801004191

4030230ケイソクサービス

計測サービス(株) さいたま事業所
048-767-4402事業所長 今吉雅之

埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１２－１０
機械器具保守点検 検査・測定 電算業務維持管理

･4304 ･4903 ･52014011501001374

4030149ケイデイデイアイエボルバ

(株)ＫＤＤＩエボルバ
03-5326-6700代表取締役社長 若槻肇

東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5002 ･5204 ･5501 ･5801･5802･58994011101006162

4030251ケイミツクス

(株)ケイミックス 埼玉支店
048-997-6610支店長 佐藤秀来

埼玉県八潮市八潮４－２１－６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･44017010401008196

4031312ケイミツクス

(株)ケイミックス 埼玉支店
048-997-6610支店長 佐藤秀来

埼玉県八潮市八潮４－２１－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047010401008196

4030112ケイヨウコウギヨウ

(株)京葉興業 埼玉支店
048-940-5396支店長 西潟幸治

埼玉県吉川市三輪之江蓮沼２２７９－２
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4107 ･4401･44024011701002635

4040006ケイヨウコウコクシヤ

(株)京葉広告社
04-7166-4411代表取締役 三塚真弘

千葉県柏市千代田３－１５－１５
製作等維持管理

･4801･4802･4805･4806･48082040001065532

4031231ケイヨウシビルエンジニアリング

京葉シビルエンジニアリング(株) 埼玉営業所
048-796-8705所長 篠原敏雄

埼玉県さいたま市見沼区風渡野１－９－１－３０１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57046040001002135

4030140ケイヨウテクノ

(株)京葉テクノ
048-952-6161代表取締役 布施和幸

埼玉県三郷市新和４－４６４－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4101･4102･4106･4107･4109･4199 ･4201･4203 ･4901･4903･49047030001036653

4030359ケイワイテツク

(株)ケイワイテック
048-930-1800代表取締役 上村正教

埼玉県草加市手代３－５２－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･42094030001035971

4031155ケーシーエス

(株)ケー・シー・エス 東京支社
03-6240-0597支社長 熊谷慶一

東京都文京区小石川１－１－１７
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･52033011101040658

4030052ケーデイーエス

(株)ＫＤＳ 営業部
03-3230-6677部長 松山想太郎

東京都千代田区九段南４－７－１５
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス維持管理

･4102 ･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･55995010401048905
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4031156ケーデーシー

(株)ケー・デー・シー
03-5733-5111代表取締役 髙栁公康

東京都港区虎ノ門４－２－１２
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5002 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･5599 ･5802･58993010401097680

4030186ケーワン

(株)ケーワン
048-241-1180代表取締役 石﨑靖彦

埼玉県川口市青木１－２２－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4103･4106･4107･4109
･4201･4203･4204･4205･4206･4207･420
8･42096030001023066

4031040ゲスイカンリコウギヨウ

(有)下水管理興業 大宮支店
048-667-9319支店長 深澤悟

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１６－１４
建物管理 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4106･4107 ･4401 ･5004･50999030002053646

4031274ゲスイカンリコウギヨウ

(有)下水管理興業 大宮支店
048-667-9319支店長 深澤悟

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１６－１４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030002053646

4030208ゲツトイツト

(株)ゲットイット
03-5166-0900代表取締役 廣田優輝

東京都中央区築地３－７－１０ JS築地ビル４F
サービス維持管理

･55093010001096109

4030088ケノコウコガクケンキユウジヨ

(有)毛野考古学研究所 埼玉支所
0493-81-7878支所長 宮田忠洋

埼玉県比企郡吉見町北吉見１４４０－１
製作等 維持管理その他維持管理

･4801 ･69992070002006689

4030090ケミカルボウサイ

ケミカル防災(株)
048-995-1008代表取締役 瀧新

埼玉県八潮市八潮１－１７-１３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･4209･42991030001035974

4030118ケンセツギジユツケンキユウジヨ

(株)建設技術研究所 関東事務所
048-835-3501所長 高倉逸朗

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６
製作等 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4802･4805･4806･4899 ･4901･4902･4903･4904･4999 ･5002･5003･5004･5005･5006･5007･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52997010001042703

4030106ゲンソウ

(株)元創
03-6911-3777代表取締役 石住秀樹

東京都杉並区高円寺南３－２４－３１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理

･4110 ･4299 ･5501･55116011301014194

4030419ゲンダイケンコウシユツパン

(株)現代けんこう出版
03-3846-1088代表取締役 砂田昌彦

東京都墨田区両国１－１２－８
イベント・催事・広告 計画策定 健康・福祉サービス維持管理

･4701･4799 ･5199 ･54992010601010650

4030221ケントコーポレーシヨン

(株)ケント・コーポレーション
048-882-5735代表取締役 森谷行雄

埼玉県さいたま市浦和区本太２－９－２４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査 電話勧奨維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106 ･4203･4204･4205 ･4308 ･5002 ･58993030001002535

4031333ケンナンカンリコウギヨウ

(有)県南管理興業
048-651-2328代表取締役 島村きみ枝

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５１３ セブンビル１Ｆ
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030002004657

4030937ケンワカイ

(医財)健和会
03-3879-4530理事長 露木静夫

東京都足立区千住曙町４－１６ 千住曙共同会館３階
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5408･54997011805000615

4031072コアグロウ

(株)Ｃｏｒｅ－Ｇｒｏｗ
048-954-8361代表取締役 船引純

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－２４３－８３
イベント・催事・広告 製作等 サービス 維持管理その他維持管理

･4701･4703･4799 ･4801･4802 ･5512･5599 ･69999030001119794

4040043コイケ

(株)Ｋｏｉｋｅ
048-424-7307代表取締役 小池雄利亜

埼玉県新座市野火止８－１２－３０
維持管理その他維持管理

･69996010101011360

4031230コウエイジギヨウ

公営事業(株)
03-5340-0361代表取締役 林康夫

東京都中野区中野３－５０－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049011201001620
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4031342コウカケンセツ

(株)コウカ建設
048-953-1240代表取締役 宮田秀男

埼玉県三郷市茂田井１５１５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001036684

4030095コウキヨウチケン

公共地研(株)
048-297-5751代表取締役 鈴木孝雄

埼玉県川口市戸塚３－２５－２７
試験・調査 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･5007･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5302 ･69999030001074726

4030178コウシヨクケン

(株)公職研
03-3230-3701代表取締役 大田昭一

東京都千代田区神田神保町２－２０
試験・調査維持管理

･50017010001016327

4030219コウシン

光伸(株) 関東支店
047-342-9888支店長 町頭健史

千葉県松戸市横須賀１－１－６
機械器具保守点検維持管理

･43059120001079030

4030039コウシンゾウエンドボク

(株)興進造園土木
048-952-1390代表取締役 小林新二

埼玉県三郷市栄４－３８６－３
廃棄物処理 維持管理その他維持管理

･4401 ･69999030001038359

4031232コウシンゾウエンドボク

(株)興進造園土木
048-952-1390代表取締役 小林新二

埼玉県三郷市栄４－３８６－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001038359

4031264コウツウコウギヨウ

交通工業(株)
048-297-7300代表取締役 中村貴光

埼玉県川口市戸塚南３－７－２２
土木施設維持管理維持管理

･5701･57028030001075304

4031401コウツウサンギヨウ

交通産業(株)
048-861-5881代表取締役 有馬憲太郎

埼玉県さいたま市南区文蔵１－６－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･57025030001002649

4030035コウトウビセイブツケンキユウシヨ

(株)江東微生物研究所 さいたま岩槻営業所
048-790-1381所長 石田優

埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１８－１２
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･4904･49991011701002852

4031174コウノイケメデイカル

鴻池メディカル(株) 東京営業所
03-3613-1691東日本事業部長 西丸重喜

東京都墨田区立花５-９-１２
維持管理その他維持管理

･69997010001058872

4030226コウムジンザイカイハツキヨウカイ

一般財団法人公務人材開発協会
03-5215-6301代表理事 菊地敦子

東京都千代田区一番町１９ 全国農業共済会館４階
サービス維持管理

･55123010005014470

4031466コウヨウケンセツコウギヨウ

(株)向陽建設工業
048-829-7851代表取締役 堀江勇太郎

埼玉県さいたま市桜区白鍬３３－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001011798

4030082コーエイ

コーエィ(株) Ｅ・Ｃ事業部さいたま営業所
048-620-2323部長 加藤満

埼玉県さいたま市西区飯田新田２４４－１
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･48092070001001170

4030172コーエイコンピユーターシステム

(株)コーエイコンピューターシステム
0877-44-1668代表取締役 尾松賞昭

香川県坂出市旭町１－１－２７
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52999470001009258

4030084コーエー

(株)コーエー
0297-83-2424代表取締役 菅谷和雄

茨城県取手市清水７４７
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4702･4703･4799 ･4802･4805･48098050001027889

4030070コーユーレンテイア

コーユーレンティア(株) 関東支店
048-815-4110支店長 平沼康徳

埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－５－５ 北浦和大栄ビル７F
イベント・催事・広告維持管理

･47023010401025419
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4040070コーワメンテナンス

(株)コーワメンテナンス
048-446-7438代表取締役 橋本健次

埼玉県川口市戸塚２－２２－２８ プロスパービル３０２号室
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4106･4109･4110･41
11･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･4305･4306 ･4901･49036030001082228

4031092コクサイカイハツコンサルタンツ

(株)国際開発コンサルタンツ 北関東事務所
048-682-6601所長 芳賀稔

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町９２７－１７
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･51991011101061219

4030134コクサイコウギヨウ

国際航業(株) 埼玉支店
048-686-1220支店長 米田敏秀

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３－２
製作等 検査・測定 試験・調査 電算業務維持管理

･4801･4802･4899 ･4901･4902･4999 ･5099 ･5201･5202･5203･5204･52999010001008669

4030392コクサイブンカザイ

国際文化財(株) 東日本支店
03-5447-8585支店長 中村祐一

東京都品川区東五反田２－３－４
試験・調査 維持管理その他維持管理

･5099 ･69992010001114184

4031141コクサイマイクロシヤシンコウギヨウシヤ

(株)国際マイクロ写真工業社
03-3260-5931代表取締役 森松久惠

東京都新宿区箪笥町４－３
電算業務 文書管理維持管理

･5204･5299 ･53011011101007287

4030202コクドジヨウホウカイハツ

国土情報開発(株)
03-5481-3000代表取締役社長 羽田寛

東京都世田谷区池尻２－７－３
試験・調査 電算業務維持管理

･5007 ･5201･5202･5203･52046010901004126

4030633コクドチズ

国土地図(株)
03-3953-5879代表取締役 稲垣秀夫

東京都新宿区西落合２－１２－４
製作等 試験・調査 電算業務維持管理

･4801･4802･4805 ･5099 ･5201･5202･5203･52043011101006857

4030582コクドリサーチ

(株)コクドリサーチ 埼玉支社
048-948-8043支社長 崎川知宏

埼玉県三郷市早稲田６－１３－１９
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51998013401002300

4030238ココロキツチン

ＣｏＣｏＲｏキッチン（屋号　まごころ弁当流山・
三郷店）(株) 04-7197-1018代表取締役 吉田直樹

千葉県流山市南流山５－１４－６ スカイコートオンダ１０１号室
健康・福祉サービス維持管理

･54044040001088432

4030077コジマ

(株)コジマ
048-955-5827代表取締役 小島一茂

埼玉県三郷市鷹野３－１３３－６
建物管理 イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4106 ･4701･4702･4703･4799 ･4804･4805･4809･48991030001036683

4030331コジマシヨウテン

(株)小島商店
048-288-1001代表取締役 小島英次

埼玉県川口市東本郷２－９－８
廃棄物処理維持管理

･4405･44996030001080917

4030256コスモコウキ

コスモ工機(株) 東京支店
03-3435-8810東京支店長取締役 河村和徳

東京都港区西新橋３－９－５
建物管理維持管理

･41112010401010149

4031495コスモソクリヨウセツケイ

コスモ測量設計(株)
049-244-9970代表取締役 富澤知行

埼玉県川越市中台元町２－１３－１０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001054708

4030284コスモリサーチ

(株)コスモリサーチ 埼玉営業所
048-799-3521所長 大崎智

埼玉県さいたま市桜区田島１－１２－１０－２０２
試験・調査維持管理

･50046290001013165

4030344コトブキ

(株)コトブキ 埼玉支店
048-871-1030支店長 大川泰志

埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４－９ 榎本第三ビル４F
維持管理その他維持管理

･69994010001016602

4030206コトブキシーテイング

コトブキシーティング(株)
03-5280-5600代表取締役 深澤重幸

東京都千代田区神田駿河台１－２－１
機械器具保守点検維持管理

･43998010001133781
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4031100コナミスポーツ

コナミスポーツ(株)
03-6867-0933代表取締役社長 有坂順一

東京都品川区東品川４－１０－１
健康・福祉サービス維持管理

･5407･54999010701013613

4030318コニカミノルタ

コニカミノルタ(株) デジタルワークプレイス事業
本部自治体DX推進部 070-7415-9966部長 別府幹雄

東京都千代田区丸の内２－７－２
製作等 試験・調査 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･4801 ･5002･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･69995010001084367

4030129コニカミノルタジヤパン

コニカミノルタジャパン(株) ヘルスケアカンパニ
ー埼玉営業所 0570-000765所長 松尾和憲

埼玉県川越市旭町１－１５－７
機械器具保守点検維持管理

･4301･43029013401005070

4030021コバヤシゾウエンドボク

(株)小林造園土木
048-952-4954代表取締役 小林啓司

埼玉県三郷市栄３－３
維持管理その他維持管理

･69996030001036670

4031499コバヤシゾウエンドボク

(株)小林造園土木
048-952-4954代表取締役 小林啓司

埼玉県三郷市栄３－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001036670

4030020コハラゾウエン

(株)小原造園
048-996-8452代表取締役 小原秋雄

埼玉県八潮市鶴ケ曽根１９０６－１
維持管理その他維持管理

･69992030001035908

4031241コハラゾウエン

(株)小原造園
048-996-8452代表取締役 小原秋雄

埼玉県八潮市鶴ケ曽根１９０６－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001035908

4030024コビーソシオ

(社福)コビーソシオ
03-6452-3893理事長 小林照男

東京都目黒区上目黒５－５－８
健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･5499 ･69996030005010705

4030300コマーム

(株)コマーム
048-256-1666代表取締役社長 小松秀人

埼玉県川口市栄町１－４－１６
健康・福祉サービス サービス維持管理

･5402･5499 ･55018030001080997

4030808コマツカスタマーサポート

コマツカスタマーサポート(株) さいたま支店
048-878-4711支店長 山本司

埼玉県さいたま市緑区下野田１３３
機械器具保守点検維持管理

･43997021001015409

4031050コムカイサロンヒナタボツコノカイ

小向サロン・ひなたぼっこの会
048-955-4739会長 菊地靖孝

埼玉県三郷市東町３０２ー３
健康・福祉サービス維持管理

･5407

4030212コムコ

コムコ(株) ソリューション営業部
03-3837-4871部長 齋藤竜也

東京都文京区湯島３－２４－１１ 湯島北東ビル
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4303 ･5201･5202･5203･5204･52992010001016678

4030711コムネツトシステム

(株)コムネットシステム
03-3880-6411代表取締役 山口永吾

東京都足立区梅田２－４－１９
建物管理 機械器具保守点検 学校等支援 電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･4101･4102･4106･4199 ･4302 ･4699 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･54058011801025433

4040004コムラツク

(株)コムラック
048-950-6600代表取締役 畑野裕睦

埼玉県三郷市上彦名７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4202･4299 ･4302･43998030001039861

4031134コヤマ

小山(株) 埼玉営業所
04-2990-1515所長 玉置雅之

埼玉県所沢市中富２５４－２
サービス維持管理

･5505･55991150001000818

4030651コヤマシヨウカイ

(株)小山商会 北関東営業所
048-775-7311営業所長 大谷正彦

埼玉県上尾市中妻３－４－４
サービス維持管理

･55058370001008114
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4031227コヤマドボクケンセツ

小山土木建設(株)
048-442-5182代表取締役 小山祐司

埼玉県戸田市新曽南２－１２－２５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001020257

4030027コンヴイヴ

(株)コンヴィヴ
03-3818-4670代表取締役 菅原健次

東京都文京区本郷２－２７－１８
製作等維持管理

･4802･48058010001071321

4031444コンストラクシヨンヤマザキ

(有)コンストラクションヤマザキ
048-982-0821代表取締役 山崎秀信

埼玉県吉川市上笹塚３－２３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030002090108

4030929コンパスノカイ

(ＮＰＯ)コンパスの会 コンパス
048-958-2555管理者 中村由美

埼玉県三郷市駒形１２４
イベント・催事・広告 文書管理 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4799 ･5304 ･5499 ･69999030005005999

4030211コンパスホケン

(株)コンパス保険
03-5468-0321代表取締役 原田善明

東京都港区南青山５－４－３５ たつむら青山ビル
サービス維持管理

･55045010401078877

4030297サーベイリサーチセンター

(株)サーベイリサーチセンター
03-3802-6727代表取締役 藤澤士朗

東京都荒川区西日暮里２－４０－１０
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5202･5204･52996011501006529

4030464サイオー

(株)サイオー
048-710-5588代表取締役 橋本一憲

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１２－４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 イベント・催事・広告 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4205･4209 ･4401 ･4701･4702･4799 ･69992030001012551

4031330サイコウケンセツ

彩光建設(株)
048-733-3133代表取締役 中塚昭弘

埼玉県春日部市緑町２－８－５１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030002070751

4040084サイタマカンコウ

埼玉観光(株)
048-993-4467代表取締役 沼一慶

埼玉県越谷市七左町４－４０－１
運送・運行維持管理

･4503･45048010001176161

4030499サイタマキヨウリツオートドア

埼玉協立オート・ドア(株)
048-644-0541代表取締役 水谷貞次

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－７４８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42087030001003422

4030298サイタマクウチヨウメンテナンス

(株)埼玉空調メンテナンス
048-624-1521代表取締役 千葉輝美

埼玉県さいたま市西区西大宮２－２７－４
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4204･4205･4206 ･4305･4306･43991030001003403

4031442サイタマグリーンサービス

埼玉グリーンサービス(株)
048-295-3733代表取締役 藤原英樹

埼玉県川口市安行４９７－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57036030001074919

4031513サイタマケビヨウギョウセイカツエイセイドウギョウクミ
アイ　ヨシカワシブ

埼玉県美容業生活衛生同業組合　吉川支部
048-981-2139支部長 慶野好三

埼玉県吉川市木売２－７－７
健康・福祉サービス維持管理

･5499

4031032サイタマケンカイゴシエンセンモンインキヨウカイ

一般社団法人埼玉県介護支援専門員協会
048-835-4343代表理事 長谷川佳和

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１３－８ ほまれ会館
健康・福祉サービス維持管理

･54085030005017255

4030960サイタマケンガイチユウボウジヨジギヨウ

埼玉県害虫防除事業(同)
048-854-4817代表理事 片野春夫

埼玉県さいたま市桜区宿宮前１５０－４
建物管理維持管理

･41093030005000700

4030421サイタマケンカンキヨウケンサケンキユウキヨウカイ

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
048-649-1151代表理事 野口裕司

埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０－１１
建物管理 検査・測定 計画策定維持管理

･4199 ･4901･4902･4903･4999 ･51999030005000612
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4030587サイタマケンギヨウセイシヨシカイ

埼玉県行政書士会
048-833-0900会長 関口隆夫

埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１１－１１
法規・相談事務 維持管理その他維持管理

･5601･5602 ･69999030005001362

4030225サイタマケンケンコウヅクリジギヨウダン

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団
0493-81-6029理事長 金井忠男

埼玉県比企郡吉見町江和井４１０－１
検査・測定 健康・福祉サービス維持管理

･4902･4903･4904･4999 ･54019030005000422

4030493サイタマケンチクブツソウゴウカンリ

埼玉建築物総合管理(同)
048-711-7865代表理事 関根晃

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－１－２０３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4106･4107･4199 ･4203･4207･42098030005000794

4031512サイタマケンリヨウセイカツエイセイドウギヨウクミアイ
　ヨシカワシブ

埼玉県理容生活衛生同業組合　吉川支部
048-982-2138支部長 江川真一

埼玉県三郷市栄５－６７－１
健康・福祉サービス維持管理

･5499

4031470サイタマコウツウアンゼン

埼玉交通安全(株)
048-563-3391代表取締役 荻野将樹

埼玉県羽生市南７－８－２
土木施設維持管理維持管理

･57017030001032818

4030537サイタマシザイ

(株)さいたま資材
048-979-2885代表取締役 佐久間誠

埼玉県越谷市平方南町１３－１３
廃棄物処理維持管理

･44011030001066813

4031392サイタマシザイ

(株)さいたま資材
048-979-2885代表取締役 佐久間誠

埼玉県越谷市平方南町１３－１３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57041030001066813

4030365サイタマシヨウボウキカイ

埼玉消防機械(株) 中央支店
048-838-0299支店長 保泉和男

埼玉県さいたま市南区辻４－１８－１０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4206･4209 ･4301･4304･43993030001090737

4031311サイタマシヨクブツエン

(株)埼玉植物園
048-281-0124代表取締役 岩澤勤

埼玉県川口市鳩ヶ谷本町３－２３－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001073158

4030520サイタマシンセイ

さいたま新生(株)
048-250-0074代表取締役 荒川洋

埼玉県川口市栄町３－３－３
建物管理維持管理

･41015030001015436

4030489サイタマスイドウサービスコウシヤ

一般財団法人埼玉水道サービス公社
048-662-8190理事長 蓬田潔

埼玉県さいたま市北区東大成町２－４４５－１
機械器具保守点検 電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･4307 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5304 ･5501･5503･5599 ･58991030005000603

4030328サイタマセンコウ

埼玉宣広(株)
048-262-2600代表取締役 阿辺山玖美子

埼玉県川口市芝中田２－２２－１９
運送・運行維持管理

･4505･45992030001074922

4030540サイタマソツキシヤ

(株)埼玉測機社
048-861-2111代表取締役 國光勝三

埼玉県さいたま市桜区西堀５－９－３９
機械器具保守点検維持管理

･4302･43041030001003320

4030597サイタマタナカデンキ

埼玉田中電気(株)
048-845-6511代表取締役 田中栄三

埼玉県さいたま市南区辻１－３－１８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42023030001003021

4030498サイタマチユウオウビルメンテナンス

埼玉中央ビルメンテナンス(同)
048-663-6177代表理事 野口寛

埼玉県さいたま市北区奈良町９５－５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4102･4104･4106･4108･4109 ･42034030005000815

4030448サイタマチヨウカクシヨウガイシヤフクシカイ

(社福)埼玉聴覚障害者福祉会
049-276-5311理事長 永井紀世彦

埼玉県入間郡毛呂山町西大久保７６６－１
健康・福祉サービス維持管理

･54999030005011031
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4040044サイタマトヨタジドウシヤ

埼玉トヨタ自動車(株) 三郷店
048-956-2111店長 関根滋

埼玉県三郷市戸ケ崎３－１０５－１
サービス維持管理

･55078030001003330

4031335サイタマニツトー

埼玉ニットー(株)
048-554-7958取締役社長 木村秀一

埼玉県行田市持田２０８５－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57038030001086854

4030375サイタマビソウ

埼玉美装(株)
048-647-3800代表取締役 川合泉

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4109･4199
･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
96030001003480

4030293サイタマプリロ

さいたまプリロ(株)
048-747-3333代表取締役 齊藤将一

埼玉県さいたま市北区日進町３－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 サービス維持管理

･4102･4106･4107･4109･4199 ･4203･4205 ･4307 ･55995030001003473

4030492サイタマヤマト

(株)埼玉ヤマト
048-757-2200代表取締役 町田豊

埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･4204･42056030001008612

4030610サイタマユウセイ

(株)サイタマ・ユウセイ
048-7774-6305代表取締役 中村次男

埼玉県上尾市愛宕３－１１－１
建物管理 電算業務 サービス維持管理

･4104･4106･4107 ･5204 ･55036030001041332

4031414サイタマライナー

埼玉ライナー(株)
049-231-0833代表取締役 宮田哲

埼玉県川越市鯨井５５２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001054752

4031396サイタマランドスケープ

埼玉ランドスケープ(株)
048-920-1970代表取締役 平田孝司

埼玉県草加市西町３４０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57036030001034971

4030461サイタマリソナサンギヨウケイザイシンコウザイダン

公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団
048-824-1475専務理事 堀籠秀直

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－９－１５
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51993030005003298

4031280サイトウドケン

(株)斉藤土建
048-955-4763代表取締役 斎藤葉子

埼玉県三郷市戸ケ崎３－１８３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001036687

4030576サイネツクス

(株)サイネックス
06-6766-3363代表取締役 村田吉優

大阪府大阪市天王寺区上本町５－３－１５
運送・運行 イベント・催事・広告 製作等 電算業務 維持管理その他維持管理

･4505 ･4799 ･4802･4806 ･5201･5203 ･69991120001079723

4030538サイネツト

彩ネット(株)
048-259-2366代表取締役 井上太郎

埼玉県川口市並木２－２５－３
機械器具保守点検 製作等 電算業務 文書管理維持管理

･4302 ･4806 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･53038030001075015

4030364サイノクニコドモワカモノシエンネツトワーク

一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク
048-831-2688代表理事 土屋匠宇三

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－２
健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･5499 ･69998030005005513

4031382サイビカンキヨウシステム

彩美環境システム(株) さいたま支店
048-875-2065支店長 吉村大助

埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１３－１２ グリーンワールド壱
番館１０１号室

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001057052

4030580サイビルカンリ

(有)彩ビル管理
048-625-6550取締役 新田秀敏

埼玉県さいたま市西区佐知川６１４－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4102･4106･4107･4109 ･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209 ･49039030002092454

4030596サイボウ

(株)サイボウ
048-687-3131代表取締役 結城剛

埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4209･42993030001003582
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4030407サイホクサンギヨウ

埼北産業(株)
048-664-5559代表取締役 小川裕児

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９４
製作等維持管理

･48053030001003772

4031387サイホクサンギヨウ

埼北産業(株)
048-664-5559代表取締役 小川裕児

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９４
土木施設維持管理維持管理

･57013030001003772

4040094サカイヒツコシセンター

(株)サカイ引越センター 三郷支社
048-949-1141副支社長 一戸勇希

埼玉県三郷市谷口５２７－１
運送・運行維持管理

･45016120101002720

4030889サガデンサンセンター

(株)佐賀電算センター
0952-34-1500代表取締役 宮地大治

佐賀県佐賀市兵庫町藤木１４２７－７
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52991300001000513

4030437サカドボウサイ

坂戸防災(株)
049-281-5243代表取締役 梅澤將明

埼玉県坂戸市三光町３６－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42094030001068781

4030482サガビルサービス

(有)サガビルサービス
048-957-7300代表取締役 野村宏昭

埼玉県三郷市彦成１－７２－３
建物管理維持管理

･4106･41093030002048949

4040099サカモトコウムテン

(株)坂本工務店
0480-32-7751代表取締役 互勝則

埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前３０２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001051856

4030487サガワキユウビン

佐川急便(株) 北関東支店
0480-93-3155支店長 横田信之

埼玉県白岡市篠津９１４－３
運送・運行 イベント・催事・広告維持管理
･4501･4502･4503･4504･4505･4506･45
07･4599 ･4701･4702･4703･47998130001000053

4030541サクライシングリース

桜井寝具リース(株) 埼玉営業所
048-998-5328松田美里

埼玉県八潮市二丁目９３９
サービス維持管理

･55056010601011199

4031271サクライドボク

(株)桜井土木
048-296-4796代表取締役 櫻井昭人

埼玉県川口市峯５６９ー１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001075105

4030619サクラカンコウバス

さくら観光バス(株)
0480-48-7720代表取締役 天野正幸

埼玉県久喜市菖蒲町三箇２４７０－１
運送・運行維持管理

･4503･4504･45991030001033581

4030409サクラプランニング

(株)サクラプランニング
0480-43-7082代表取締役 茂田勝美

埼玉県幸手市東４－１３－１３
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理維持管理

･4701･4702･4799 ･5002･5003･5004･5005･5006･5007･509
9 ･5101･5102･5199 ･5201･5202 ･53016030001031432

4030568ササエアイノカイミサトクローバー

(ＮＰＯ)ささえあいの会みさとクローバー
048-950-8208代表理事 防越紀子

埼玉県三郷市彦成４－４－１７－１０３
健康・福祉サービス維持管理

･5402･5407･54996030005006158

4030453サツキエンジニアリング

サツキエンジニアリング(株)
04-2944-6144代表取締役 田中貴友

埼玉県所沢市東所沢２－４７－２
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5007･5099 ･5101･51991030001024192

4030264サトウ

ＳＡＴＯ社会保険労務士法人
011-742-6886代表社員 關根章

北海道札幌市東区北５条東８－１－３３
サービス 維持管理その他維持管理

･5599 ･69993430005003753

4030495サトウシヨウカイ

(株)佐藤商会
04-7124-2257代表取締役 佐藤祐司

千葉県野田市野田６２８
維持管理その他維持管理

･69995040001071214
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4030962サトユメ

(株)さとゆめ
03-5275-5105代表取締役 嶋田俊平

東京都千代田区九段南４－７－１６
イベント・催事・広告 製作等 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･4701･4799 ･4801･4802･4805･4899 ･5199 ･5299 ･69993030001012022

4030279ザフアースト

(株)ザ・ファースト
03-3796-3755代表取締役 山本芳裕

東京都新宿区須賀町４－８０
イベント・催事・広告 維持管理その他維持管理

･4701･4702･4799 ･69994011101060952

4030343サリージヨイスジヤパン

(株)サリー・ジョイス・ジャパン
03-5215-5090代表取締役 林敬一郎

東京都千代田区三番町６ 三番町KB―６ビル５F
サービス維持管理

･55041010001018147

4030203サンアイカイ

（医）三愛会
048-953-1211理事長 中村哲也

埼玉県三郷市新和５－２０７
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5407･5408･54992030005005857

4030393サンアメニテイ

(株)サンアメニティ 埼玉支社
048-299-9766支社長 加藤隆志

埼玉県川口市朝日２－２３－４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4205･4207･4209 ･4901･49024011501001705

4031393サンエイ

(株)三英
04-7153-3141代表取締役 三浦慎

千葉県流山市おおたかの森北１－８－６
土木施設維持管理維持管理

･57038010501004788

4031413サンエイ

(株)山英
048-531-3400代表取締役 須藤将博

埼玉県熊谷市新堀新田６４６－１９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001085663

4030164サンエイカンリコウギヨウ

三栄管理興業(株) 草加支店
048-920-6515草加支店長 荒井真一郎

埼玉県草加市手代３－１８－１８ ＡＩパレス２　１０１号
廃棄物処理維持管理

･4401･44025030001062008

4031448サンエイカンリコウギヨウ

三栄管理興業(株) 草加支店
048-920-6515草加支店長 倉持毅

埼玉県草加市手代３－１８－１８ ＡＩパレス２ー１０１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001062008

4031031サンエイキカク

(株)サンエイ企画
048-955-5960代表取締役 廣瀬克彦

埼玉県三郷市高州２－１６２－１
製作等 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4899 ･5007 ･69996030001036720

4031263サンエイキカク

(株)サンエイ企画
048-955-5960代表取締役 廣瀬克彦

埼玉県三郷市高州２－１６２－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･57036030001036720

4030292サンエイコウギヨウ

(株)三栄興業
048-955-1632代表取締役 鈴木勝彦

埼玉県三郷市戸ケ崎３－３４７
建物管理 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4106･4107･4108 ･4401･4402･4403･4405･4499 ･50041030001036709

4031350サンエイコウギヨウ

(株)三栄興業
048-955-1632代表取締役 鈴木勝彦

埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３４７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001036709

4030406サンエイシヤリヨウコウギヨウ

産栄車輌工業(株)
048-225-6111代表取締役 牧田英三

埼玉県川口市東領家２－３４－２２
サービス維持管理

･55077030001074959

4030595サンエーリヨクカ

(株)サンエー緑化
048-965-4015代表取締役 加藤一利

埼玉県越谷市七左町８－３０８－１
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4109 ･44019030001063992

4031344サンエーリヨクカ

(株)サンエー緑化
048-965-4015代表取締役 加藤一利

埼玉県越谷市七左町８－３０８－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001063992
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4030379サンエスビルサービス

サンエスビルサービス(株)
049-224-5234代表取締役 今江純子

埼玉県川越市小仙波町４－１７－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4203･4204･4205･42091030001055015

4030399サンオート

(株)サンオート
03-3986-3808代表取締役 山本暁彦

東京都豊島区池袋２－１６－２
機械器具保守点検維持管理

･43011013301004139

4031218サンキギケンコウギヨウ

三喜技研工業(株) 埼玉営業所
049-246-1217所長 吉永和弘

埼玉県川越市東田町１５－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57043012801000546

4030648サンキヨウコウギヨウ

三協工業(株) 北関東営業所
0480-21-7271所長 直江晴康

埼玉県久喜市河原井町１５
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307･4399 ･50059010701003886

4031519サンケイソウゴウインサツ

サンケイ総合印刷(株) 大手町オフィス
03-5542-1580担当部長 山本貴志

東京都千代田区大手町１－７－２
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4703 ･4801･4802･4808･48997120001035051

4031426サンケン

(株)三建
03-6904-0891代表取締役 太田茂子

東京都練馬区田柄２－４９－１０
土木施設維持管理維持管理

･57037030001046512

4030603サンケンエンジニアリング

(株)サンケン・エンジニアリング 東京本店
03-5649-3456本店長 島村亮

東京都中央区日本橋本町４－１３－１０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42998290001001283

4031137サンケンサービスコウジ

三建サービス工事(株) 北関東営業所
048-650-5330所長 大河内正敏

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107 ･4203･4204･4205･4209 ･4305･43065010001044156

4030573サンコウコウギヨウ

三晃工業(株)
06-6555-7052代表取締役 山梶章

大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4299 ･43995140001068836

4030601サンコウコミユニテイマネジメント

(株)三幸コミュニティマネジメント 埼玉本店
049-223-5553本店長 西滝忠義

埼玉県川越市六軒町２－１６－１５ インパクト川越ビル７Ｆ
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4205･4207･42098011401010579

4030539サンコウシヤ

(株)三工社
03-3433-2677代表取締役 井上晃仁

東京都港区芝大門１－１０－１１ 芝大門センタービル
機械器具保守点検維持管理

･43046010401012050

4031291サンコウシヨウジ

産晃商事(株)
048-644-1348代表取締役 中村孝

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－８２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57046030001003613

4040095サンコーコンサルタント

サンコーコンサルタント(株) 北関東支店
048-648-4850支店長 太田守彦

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－８１
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5003 ･5101･5199 ･52019010601018051

4040091サンシヨウジ

サン商事(株) 本社工場
048-878-2412業務推進本部長 坂齋一起

埼玉県さいたま市緑区美園１－９－３
廃棄物処理維持管理

･44012030001003212

4031011サンシンデンキ

三信電気(株) ソリューション営業本部
03-5484-7285取締役常務執行役員ソリューション営

業本部長 森祐二

東京都港区芝４－４－１２
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202･4209 ･4302 ･5201･52031010401012096

4030346サンスイ

(株)サンスイ 北関東支店
048-783-0880支店長 大村雅樹

埼玉県上尾市平方４２８０－１
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307 ･50048010701014868
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4031076サンセイテクノロジーズ

三精テクノロジーズ(株) 東京支店
03-3356-5651東京支店長 藤井靖彦

東京都新宿区新宿４－３－１７
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4207･42993120901006634

4030046サンデータセンター

(株)サン・データセンター
046-824-0010代表取締役 庄司俊治

神奈川県横須賀市小川町１４－１ ニッセイ横須賀センタービル７
階

機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52994021001040418

4030338サンテツク

(有)サンテック
0544-58-0606取締役 佐野宏二

静岡県富士宮市大中里１２７４－６
サービス維持管理

･55119080102017884

4031158サンデンシステムエンジニアリング

サンデンシステムエンジニアリング(株)
0270-21-5599代表取締役 鈴木誠

群馬県伊勢崎市宮子町３４５０－８
電算業務維持管理

･5201･52999070001013390

4031303サントラフイツク

サントラフイツク(株)
048-816-9343代表取締役 黒田義久

埼玉県さいたま市桜区宿２８５－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001003708

4031416サンビースポーツ

サンビースポーツ(株)
090-2477-0432代表取締役 清水孝行

埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１８－３ ライオンズステージ武
蔵浦和２０１

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001128752

4030504サンビーム

(株)サンビーム
03-3239-7070代表取締役 石川和男

東京都千代田区神田三崎町３－２－８ グランバレー三崎町２階
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52994010001095836

4030987サンポウ

(株)三豊
0532-21-2573代表取締役 井上智秋

愛知県豊橋市西山町西山３２８
サービス維持管理

･55119180301008006

4040029サンメンテナンス

(株)サンメンテナンス
06-4791-0100代表取締役 方山典優

大阪府大阪市中央区和泉町１－１－１４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4109･4199 ･4201･4203･4204･42098010001194196

4030286サンユウ

(株)三裕
048-990-1700代表取締役 村瀬二重

埼玉県越谷市川柳町４－３２５－４
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405･4499 ･5509･55997030001067376

4031114サンユウ

サンユウ
048-983-4393代表者 岩﨑登喜夫

埼玉県吉川市中曽根１‐９‐１２
建物管理維持管理

･4101･4106

4030440サンラツト

サンラット(株)
049-232-2400代表取締役 齊藤照夫

埼玉県川越市上戸９５－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4104 ･42036030001054862

4030306サンリツツウシン

三立通信(株)
03-5296-0511代表取締役 木村敬道

東京都千代田区内神田２－６－９ 翔和鎌倉橋ビル
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42026010001017086

4031489サンロード

(株)サンロード
048-773-8230代表取締役 菅原達也

埼玉県上尾市西宮下２－１３４－１
土木施設維持管理維持管理

･57015030001041366

4031260サンワード

(株)サンワード
048-229-7631代表取締役 川坂卓郎

埼玉県戸田市美女木１－２６－２－１階
土木施設維持管理維持管理

･57011030002024332

4031015サンワールド

(株)サンワールド
0480-22-5665代表取締役 藤田俊一

埼玉県久喜市除堀１５８－３
維持管理その他維持管理

･69992030001030751
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4030515サンワコウコクシヤ

(株)三和広告社 埼玉本部
048-650-1700取締役埼玉本部長 鈴木俊一

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－１
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806･48999010001044573

4030371サンワコウソク

三和航測(株) 埼玉営業所
048-643-1977所長 福室拓

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１５４－２０１
試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･53993011601002397

4030860サンワシヤツターコウギヨウ

三和シヤッター工業(株) 埼玉メンテサービスセン
ター 048-665-3054所長 竹之内祐

埼玉県さいたま市北区宮原町２-７８-１５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42087011401012519

4030413サンワツクス

(株)サンワックス さいたま支店
048-829-2155支店長 境野正巳

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－３－９ ロイヤルプラザ常盤４０
５

建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
08･4109･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･4307 ･4901･4903･4999 ･5501･5503･55994030001086866

4030425ジーアイエスカントウ

(株)ＧＩＳ関東 春日部支店
048-795-4501取締役支店長 山﨑正彦

埼玉県春日部市一ノ割２－２－１ オーリス春日部１０１
試験・調査 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5201･5202･5203･52044030001004101

4031332ジーアイエスカントウ

(株)ＧＩＳ関東 春日部支店
048-760-3330取締役支店長 山崎正彦

埼玉県春日部市花積４９２ ベルファーストＢ棟２０１号
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001004101

4031095ジーウエイブ

(株)ジーウェイブ
043-297-0633代表取締役 吉田善幸

千葉県千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデンＢ棟１０階
電算業務維持管理

･5201･52038040001011027

4030874ジーエスエフ

(株)ジーエスエフ
03-6276-3875代表取締役 岩東光男

東京都新宿区西新宿３－２０－２
学校等支援維持管理

･46012011101064773

4031103シーオーシー

(株)ＣＯＣ 埼玉営業所
048-872-2255埼玉営業所長 山本恵美子

埼玉県さいたま市南区南本町１－１４－５
建物付属設備運転・保守点検 維持管理その他維持管理

･4209 ･69994030001014604

4030455ジーシーシー

(株)ジーシーシー 埼玉支社
048-501-0370支社長 岡田浩之

埼玉県熊谷市筑波２－１５ 大樹生命熊谷ビル４階
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52048070001001545

4030505ジーシーシージチタイサービス

(株)ジーシーシー自治体サービス
027-232-1100代表取締役 岡田淳

群馬県前橋市三俣町２－１１－１０
サービス維持管理

･55035070001003585

4031077シーデーシージヨウホウシステム

シーデーシー情報システム(株)
043-224-7181代表取締役 音田昌利

千葉県千葉市中央区本千葉町４－３
電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202 ･5503 ･5802･58998040001004807

4030307ジープレイス

(株)Ｇ－Ｐｌａｃｅ 東京支社
03-3663-8745支社長 綾部英寿

東京都中央区日本橋浜町３－２６ 浜町京都ビル３Ｆ
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5203 ･69991130001030354

4040038ジエイエスエル

ＪＳＬ(株)
022-725-2233代表取締役 及川建男

宮城県仙台市青葉区東勝山３－３４－５
製作等維持管理

･4808･48997370001025036

4030531ジエイエスキユーブ

(株)ジェイエスキューブ 営業本部
03-5859-0498本部長 竹森裕二

東京都江東区東雲１－７－１２
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4399 ･5201･5203･52998010401067209

4030564ジエイエフイージヨウコウ

ＪＦＥ条鋼(株) 鹿島製造所
0299-90-5286常務執行役員鹿島製造所長 中村宗二

茨城県神栖市南浜７
廃棄物処理維持管理

･44047010401061823
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4040085ジエイクレスト

(株)Ｊクレスト 埼玉営業所
048-940-3313所長 橋本翔

埼玉県越谷市七左町４－４０－１
運送・運行維持管理

･45073010001100324

4030483ジエイコムサイタマヒガシニホン

(株)ジェイコム埼玉・東日本 草加局
048-920-5532局長 畠直樹

埼玉県草加市氷川町２１５１－２
イベント・催事・広告 製作等 サービス維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4899 ･55128030001000848

4030680ジエイテイービー

(株)ＪＴＢ 埼玉南支店
048-227-2503支店長 小川博文

埼玉県川口市本町４－３－２ 明邦川口第８ビル４階
運送・運行 イベント・催事・広告 製作等 電算業務 サービス維持管理

･4503･4504･4507 ･4701･4702･4799 ･4802 ･5201･5204 ･55018010701012863

4040061ジエイドローン

(株)ＪＤＲＯＮＥ
03-4236-0080代表取締役 大橋卓也

東京都新宿区西新宿２－１－１
機械器具保守点検 検査・測定 試験・調査 サービス維持管理

･4399 ･4999 ･5099 ･55998011101088255

4031143ジエイレツク

(株)ジェイレック 埼玉支店
04-2991-4382支店長 渡辺大

埼玉県所沢市西新井町１９－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･4308 ･4701･4702･4703･4799 ･54072011601003207

4030296ジエービーエムジギヨウホンブ

(株)ジェービーエム事業本部
048-779-8842代表取締役 土屋亮太郎

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－２５１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 イベント・催事・広告維持管理

･4101･4104･4106･4107 ･4203 ･4601･4603 ･47022030001016478

4030301ジエツク

(株)ＪＥＣＣ
03-3216-3962専務取締役 依田茂

東京都千代田区丸の内３－４－１
電算業務 サービス維持管理

･5299 ･55092010001033475

4031139シキフクシカイ

(社福)志木福祉会
048-485-0030理事長 加藤浩

埼玉県志木市下宗岡３－５－１５
健康・福祉サービス維持管理

･54084030005007257

4030880シグマコミユニケーシヨンズ

(株)シグマコミュニケーションズ
03-4531-6571代表取締役 村上雅弘

東京都港区芝４－１－２３
建物管理 イベント・催事・広告 製作等 サービス維持管理

･4102･4199 ･4701･4702･4799 ･4801 ･55014010701022651

4030609シグマスタツフ

(株)シグマスタッフ
03-6417-4201代表取締役 平澤繁樹

東京都品川区上大崎２－２５－２ 新目黒東急ビル６階
建物管理 電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5202･5203･5204･5299 ･5302･5304･5305･5399 ･5501 ･58994010701023352

4030320シゲノヤ

しげの家
080-5379-8805代表者 清水礼子

埼玉県三郷市彦成３－９－３－９０５
健康・福祉サービス維持管理

･5408

4030268システムエンジニアリング

(株)システムエンジニアリング
03-3866-3261代表取締役 田口純

東京都台東区柳橋１－１３－３
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4202･4299 ･43997010501016306

4030528シダツクスダイシントウヒユーマンサービス

シダックス大新東ヒューマンサービス(株) 北関東
支店 048-657-6240北関東支店長 小林博

埼玉県さいたま市大宮区土手町２－１５－１ 小島MNビル６階
建物管理 学校等支援 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4104･4106 ･4601･4602･4603 ･69994012401019176

4031147シチズンテイアイシイ

シチズンＴＩＣ(株) 東京支店
042-386-2293東京支店長 日下部鋭一

東京都小金井市前原町５－６－１２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42018012401005081

4030388シテイプランニング

(株)シティ・プランニング 埼玉事務所
049-299-4040所長 橋本美仁

埼玉県川越市鴨田５９２－３
計画策定維持管理

･5101･5102･51994010602028384

4030449シナジー

(株)シナジー
098-988-0184代表取締役 下地勝也

沖縄県宜野湾市大山７－１０－１４ ３階
電算業務 文書管理維持管理

･5201 ･53995360001011831
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4030574シニアライフクリエイト

(株)シニアライフクリエイト
03-5427-3981代表取締役 高橋洋

東京都港区三田３－１２－１４ ニッテン三田ビル６階
健康・福祉サービス維持管理

･54046010401063457

4030272シノダセツビ

(株)篠田設備
048-954-8625代表取締役 篠田英明

埼玉県三郷市仁蔵４４８－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107 ･4203･4204･4205･4206･4209 ･4305･43064030001036747

4030550シノダデンキ

(株)篠田電機
048-952-2052代表取締役 篠田浩

埼玉県三郷市三郷３－６－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4203･4208･42997030001036752

4030374シバゾノカイハツ

芝園開発(株)
03-3870-0041代表取締役 宮本薫

東京都足立区千住３－６６－１６
維持管理その他維持管理

･69991011801008551

4030557シバタビコウ

(有)柴田美巧
048-952-4618取締役 柴田悟

埼玉県三郷市新和１－１２６
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4703･4799 ･4805･4807･4809･48999030002048976

4031306シマダケンセツコウギヨウ

島田建設工業(株)
048-285-1891代表取締役 島田賢一

埼玉県川口市道合３０５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001075394

4030542シマヅメデイカルシステムズ

島津メディカルシステムズ(株) 埼玉営業所
048-615-1461所長 小山健一

埼玉県さいたま市南区内谷５－３－２
機械器具保守点検維持管理

･43016120001124350

4031443シマムラコウギヨウ

(株)島村工業 三郷営業所
048-949-0230営業所長 森田道夫

埼玉県三郷市ピアラシティ２－３－１０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001056550

4030549シマムラコウサン

(株)島村興産
048-952-2038代表取締役 島村浩和

埼玉県三郷市三郷２－７－４
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4108 ･4401･44034030001036739

4030319シマリヨコウ

紫麻旅行
048-952-9821本郷修久

埼玉県三郷市茂田井７２５－９
運送・運行維持管理

･4503･4504･4507

4031244シミズケンセツ

清水建設(株)
048-991-2901代表取締役 川名正博

埼玉県北葛飾郡松伏町田中３－２７－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001065341

4030460シミズゴウキンセイサクシヨ

(株)清水合金製作所 東京営業所
03-3370-6586所長 杉本忠明

東京都新宿区西新宿４－２－１８ 三共西新宿ビル
機械器具保守点検維持管理

･43075160001008377

4030724シモン

(株)四門 三郷営業所
048-950-1285営業所長 植竹奨

埼玉県三郷市早稲田２－１２－３
試験・調査維持管理

･50997010001018827

4030305シヤープマーケテイングジヤパン

シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソ
リューション担当 03-5446-8352取締役 美甘將雄

東京都港区芝浦１－２－３
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4303 ･5201･5202･52031040001008905

4030160シヤカイコウソウケンキユウジヨ

(株)社会構想研究所
03-6430-9277代表取締役 森すぐる

東京都港区新橋５－８－６
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51997010401014038

4030589シヤカイホケンシユツパンシヤ

(株)社会保険出版社
03-3291-9841代表取締役 髙本哲史

東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８
製作等維持管理

･48024010001018796
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4030291ジヤツクス

(株)ＪＡＣＫＳ
048-957-6333代表取締役 川邊真士

埼玉県三郷市早稲田２－１０－１１
電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･5201･5299 ･5401･5402･5407･5408･54993030001040650

4030428ジヤパンインターナシヨナルソウゴウケンキユウジヨ

(株)ジャパンインターナショナル総合研究所
075-924-2603代表取締役 藤原壮督

京都府京都市右京区西京極西池田町９－５ 西京極駅前ビル６階
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701 ･4801･4802･4805･4808 ･5002 ･5101･5102･5199 ･55123130001008274

4030405ジヤパンエレベーターサービスジヨウサイ

ジャパンエレベーターサービス城西(株)
03-5155-7521代表取締役 山下真弘

東京都新宿区新宿６－２９－８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42079011101072159

4030503ジヤパンシステム

ジャパンシステム(株)
03-5309-0310代表執行役社長 齋藤英明

東京都渋谷区代々木１－２２－１
計画策定 電算業務維持管理

･5199 ･5201･52039011001053119

4030606ジヤパンタローズ

(株)ジャパンタローズ
048-993-1118代表取締役 和佐見文男

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏１３６－１
運送・運行維持管理

･4503･45042030001065582

4030753ジユウタクトシモンダイケンキユウシヨ

(株)住宅・都市問題研究所
03-6276-7155代表取締役 露木尚文

東京都渋谷区幡ヶ谷３－２０－１ トライビル
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51998011001010871

4030563ジユウタクホゴセンター

(株)住宅保護センター
048-738-7860代表取締役 中村幸男

埼玉県春日部市銚子口三反田１２０１－９
建物管理維持管理

･4109･41995030001051101

4030018シユウハンシヤ

(株)秀飯舎
048-624-1121代表取締役 渋木理俊

埼玉県さいたま市西区飯田７０
製作等維持管理

･4802･4805･4808･48991030001004319

4040001ジユウベエ

(有)重兵衛
03-3815-1086取締役 瀧島勝夫

東京都文京区後楽２－２－２０ 井上旭門ビル５Ａ
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･4801･4802･4804･4805･48995010002003103

4030759シユツパンブンカサンギヨウシンコウザイダン

一般財団法人出版文化産業振興財団
03-5211-7282理事長 肥田美代子

東京都千代田区神田神保町２－２－３０ 共同ビル神保町４階
イベント・催事・広告 製作等 計画策定 文書管理 維持管理その他維持管理

･4701･4702･4799 ･4802･4808 ･5101･5199 ･5303 ･69996010005018774

4030593シユトケンカンキヨウサービス

首都圏環境サービス(株)
048-840-2090代表取締役 大澤英山

埼玉県さいたま市中央区上落合１－１０－２４
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4102･4104･4106 ･44012030001004004

4031275シユトケンカンキヨウサービス

首都圏環境サービス(株)
048-840-2090代表取締役 大澤英山

埼玉県さいたま市中央区上落合１－１０－２４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001004004

4030900ジヨイトーク

(株)ジョイトーク
028-682-0006代表取締役 土谷尋人

栃木県さくら市氏家２３７１－１２
サービス維持管理

･55028060001006033

4030868シヨウジユチヤート

昇寿チャート(株) 埼玉営業所
048-252-1936所長 加賀谷隆一

埼玉県川口市西川口１－２６－４
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52041010501005611

4030424ジヨウチ

(株)上智 埼玉支店
049-269-5880支店長 石山通孝

埼玉県ふじみ野市亀久保２－１０－１０－３０８
電算業務維持管理

･5201･5203･52046230001008261

4031192シヨウブンシヤ

(株)昭文社
03-3556-8156代表取締役 清水康史

東京都千代田区麹町３－１
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4703 ･4801･4802･4805･48087010001204393
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4030438ジヨウホウツウシンシステムエンジニアリング

情報通信システムエンジニアリング(株) 埼玉営業
所 048-662-3977所長 気仙国男

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５８６
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･42091010401013937

4030068シヨウヤホールデイングス

(株)ＳＨＯＷ－ＹＡ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
03-3496-9201代表取締役 酒井真弓

東京都渋谷区宇田川町２－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 イベント・催事・広告 維持管理その他維持管理

･4299 ･4399 ･4701･4702･4799 ･69995011001054970

4030367ジヨウヨウメンテナンス

常陽メンテナンス(株) さいたま支店
048-614-5775取締役さいたま支店長 福岡博志

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１ ロイヤルパインズホテル
浦和B１F

建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 サービス維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･4208･4209 ･4305･4306･4307 ･5202･5204 ･55036050001001177

4030546シヨウワ

昭和(株) 三郷営業所
048-957-4315所長 岡井哲朗

埼玉県三郷市早稲田４－１５－１
機械器具保守点検 製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4302･4303 ･4802･4805･4806 ･5002･5003･5004･5005･5007 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52996011501002206

4030345シヨウワガツキ

(株)昭和楽器
048-737-0707代表取締役 飯塚淳

埼玉県春日部市中央１－４４－１０
維持管理その他維持管理

･69992030001051087

4030604シヨウワギケン

昭和技研(株)
048-882-4080代表取締役 高野吉章

埼玉県さいたま市南区太田窪２－６－８
機械器具保守点検維持管理

･43996030001003992

4030536シヨウワコウギヨウ

正和工業(株)
048-736-6111代表取締役 横田生樹

埼玉県春日部市豊野町２－３２－１９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107･4108 ･4203･4204･4205･4209･4299 ･4305･4306･43074030001051119

4030990シヨウワソウゴウサービス

(株)昭和綜合サービス
048-887-8100代表取締役 松岡晉

埼玉県さいたま市南区太田窪２７４５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4401 ･4901･4903 ･5501･55993030001003995

4031210シヨーテツク

(株)ショーテック
048-949-5770代表取締役 成清博之

埼玉県三郷市中央２－３－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001040479

4030572シヨービ

(株)ショービ
049-247-5472代表取締役 山田照美

埼玉県川越市砂新田２５７１－３１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･4299 ･49038030001057475

4030767ジヨンソンコントロールズ

ジョンソンコントロールズ(株) 北関東支店
0120-506-255支店長 鹿又隆

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－６５－２ Ｖスクエア大宮
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4204･4205 ･43068011001046081

4030044シライシウンユ

白石運輸(株)
048-957-1401代表取締役 白石広一

埼玉県三郷市早稲田８－３１－１５
運送・運行維持管理

･4501･45066030001036753

4030330シラカワブタイキコウ

白川舞台機構(株)
048-856-0865代表取締役 白川裕司

埼玉県さいたま市桜区道場７０９－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42997030001004040

4040018シロヤマ

(株)城山 東京営業本部
03-5793-7110本部長 吉田寛

東京都品川区北品川５－１２－４ リードシー御殿山ビル６階
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4202 ･43993140001114798

4030154シロヤマサンギヨウ

城山産業(株) 埼玉支店
048-987-1081支店長 渡邊浩二

埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4103･4108 ･4305･43084011001011320

4030570シンエイコウギヨウ

(株)信栄興業 三郷支店
048-951-1273支店長 河田良光

埼玉県三郷市早稲田２－２０－１１
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106 ･44011030001015670
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4031247シンエイコウギヨウ

(株)信栄興業 三郷支店
048-951-1273支店長 河田良光

埼玉県三郷市早稲田２－２０－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001015670

4030340シンエイジドウシヤ

シンエイ自動車(有) 埼玉営業部
048-922-2131部長 志水高広

埼玉県草加市吉町３－７－３０
サービス維持管理

･5504･5507･55098011802013610

4030355シンカンキヨウブンセキセンター

(株)新環境分析センター
025-284-6505代表取締役 田海直樹

新潟県新潟市江南区祖父興野２６８－１
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･4904･49995110001002442

4030516シンギジユツコンサル

(株)シン技術コンサル 北関東支店
0270-65-2777支店長 佐藤武彦

群馬県佐波郡玉村町板井３１１－１
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5203 ･69993430001007295

4031086シンク

(株)シンク
092-475-6311取締役社長 丸山秀明

福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 大博センタービル
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5203 ･69998290801016357

4030429シンコウアトモス

新晃アトモス(株)
03-5638-3800代表取締役 内海昭則

東京都江東区新大橋１－１１－４
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42039010601037869

4031439シンゴウキザイ

信号器材(株) 埼玉営業所
048-861-1993所長 南雲勝己

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042020001069493

4030324シンコウブツリユウ

(株)信光物流 本社営業所
048-912-2290統括部長 藤巻昌広

埼玉県三郷市谷口３２０－２
運送・運行 文書管理維持管理

･4501･4502･4506･4599 ･5302･53044030001040179

4030527シンコースポーツ

シンコースポーツ(株) 埼玉支店
048-782-5320支店長 大澤卓也

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５５
建物管理 健康・福祉サービス維持管理

･4102･4103 ･54993010501006491

4031073シンコスモスデンキ

新コスモス電機(株) 東日本支社
03-5403-0511執行役員　東日本支社長 新堀聡

東京都港区浜松町２－６－２ 浜松町２６２ビル３F
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42063120001056043

4030551シンサイタマカンキヨウセンター

新埼玉環境センター(株)
0493-62-8121代表取締役 小田正

埼玉県比企郡嵐山町志賀４３２－３
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4107･4108･4109 ･4401･44035030001071636

4030486シンセイクリーンコウギヨウ

進生クリーン興業(株)
048-953-4679代表取締役 小泉年幸

埼玉県三郷市幸房１２４
建物管理維持管理

･4107･4108･41095030001036738

4031403シンセイデンキコウジ

新生電気工事(株)
048-684-0406代表取締役 竹島芳茂

埼玉県さいたま市見沼区小深作９１８－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001004192

4030519シンセイビルテクノ

新生ビルテクノ(株) 川口支店
048-254-5095支店長 中野章次

埼玉県川口市栄町３－３－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4209･4299 ･4305･4306･4308･4399 ･4901･4902･4906･4999 ･55019010501005298

4030370シンテン

(株)シンテン 埼玉支店
048-287-9642支店長 酒井隆之

埼玉県戸田市氷川町２－１２－７ ３階
維持管理その他維持管理

･69997011501014241

4030408シンデンキ

(株)新電気
048-958-2611代表取締役 西藤輝

埼玉県三郷市早稲田４－７－９
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理
･4201･4202･4203･4204･4205･4206･42
07･4208･4209･4299 ･5201･5202･5203･5204･52994030001036755
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4031463シンデンキ

(株)新電気
048-958-2611代表取締役 西藤輝

埼玉県三郷市早稲田４－７－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001036755

4030479シントウカンリ

(株)新東管理 川越支店
049-293-1081支店長 足立幸夫

埼玉県川越市並木西町１９－１５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106 ･4203･42041012801003410

4031270シントシセツケイ

新都市設計(株)
04-2922-1831代表取締役 野藤修三

埼玉県所沢市星の宮２－１－３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001024274

4030253シンノウ

(株)シンノウ
086-446-0537代表取締役 秋田ただ俊

岡山県倉敷市連島中央１－１０－２８
廃棄物処理維持管理

･44035260001015264

4030533シンフオニアエンジニアリング

シンフォニアエンジニアリング(株) 東京本社
03-6911-2074東京本社長 高島俊夫

東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202 ･5201･5203･52042190001006711

4031240シンフオニアエンジニアリング

シンフォニアエンジニアリング(株) 東京本社
03-6911-2074東京本社長 高島俊夫

東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042190001006711

4030282シンメイ

(株)新明
049-282-1586代表取締役 柏木貴史

埼玉県坂戸市片柳２１４８－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4105･4106･41
07･4109･4199 ･4201･4203･4204･4205･4209･4299 ･55032030001069220

4040057シンメイワアクアテクサービス

新明和アクアテクサービス(株) 北関東センター
048-651-9861所長 木田博喜

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０
機械器具保守点検維持管理

･43999140001029181

4030867シンワテツク

進和テック(株) 埼玉支店
048-240-0615支店長 滝澤規次

埼玉県川口市上青木西１－８－３３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42036011101009766

4030561スイカン

(株)スイカン
048-577-7822代表取締役 上田友也

埼玉県鴻巣市笠原１９８９－７
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307 ･50042030001104282

4031209スイシツケンキユウシヨ

(株)水質研究所 埼玉営業所
048-683-3527埼玉営業所長 寺口真

埼玉県さいたま市見沼区中川３３５－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57048400001006114

4040030スイシツケンキユウシヨ

(株)水質研究所 埼玉営業所
048-683-3527営業所長 寺口真

埼玉県さいたま市見沼区中川３３５－７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4111･4199 ･4205･4299 ･4307･4399 ･69998400001006114

4030590スイドウサンギヨウシンブンシヤ

(株)水道産業新聞社 東京本社
03-6435-7644東京事務所長 宮本ひとみ

東京都港区西新橋３－５－２
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4799 ･4801･4802･4805･4806･48995120001065389

4030653スイドウソウゴウプランニング

水道総合プランニング(株) 本社
048-458-6385取締役 櫻井道博

埼玉県和光市本町２２－１
試験・調査維持管理

･50044030001050005

4030600スイドウテクニカルサービス

水道テクニカルサービス(株) 埼玉営業所
048-700-4012所長 小林大祐

埼玉県さいたま市南区別所５－１５－２
試験・調査維持管理

･50044020001085745

4030347スイングエーエム

水ｉｎｇＡＭ(株) 北関東支店
048-642-3600支店長 森茂樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ ユニオンビル
建物管理 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4111 ･4399 ･69994010401137015
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4031267スイングエーエム

水ｉｎｇＡＭ(株) 北関東支店
048-642-3600支店長 森茂樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ ユニオンビル
土木施設維持管理維持管理

･57044010401137015

4030466スイングエンジニアリング

水ｉｎｇエンジニアリング(株) 北関東支店
048-643-7716支店長 川端謙二

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ ユニオンビル
機械器具保守点検維持管理

･43995010401137014

4040088スカイ

Ｓｋｙ(株)
06-4807-6371代表取締役 大浦淳司

大阪府大阪市淀川区宮原３－４－３０ ニッセイ新大阪ビル
電算業務維持管理

･5201･5202･52036120001056148

4031388スガテツク

(株)スガテック
03-6275-1200代表取締役 上野浩光

東京都港区海岸３－２０－２０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57041010401079524

4031361スガドボク

(株)菅土木
048-253-0112代表取締役 熊谷貴洋

埼玉県川口市西川口３－７－３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001075548

4031014スクールキーパー

(株)スクールキーパー
045-373-3443代表取締役 山下泰徳

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１４９１－９
サービス維持管理

･55049020001057401

4031481スゴウケンセツ

須合建設(株)
048-952-2946代表取締役 須合政春

埼玉県三郷市三郷１－２３－８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001036772

4031005スコヤカフクシカイ

(社福)すこやか福祉会
03-5648-8250理事長 中山美千代

東京都葛飾区新宿３－４－１０
健康・福祉サービス維持管理

･54023011805000924

4030611スズキジドウシヤセイビコウジヨウ

(有)鈴木自動車整備工場
048-952-0365代表取締役 鈴木博由

埼玉県三郷市栄３－１８６
サービス維持管理

･5504･5507･55097030002049101

4030485スズキセイソウ

(有)鈴木清掃
048-952-1067代表取締役 鈴木喜康

埼玉県三郷市谷口１１１－１
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4108 ･4401･44033030002049105

4030426スター

(株)スター
0595-83-5900代表取締役 星合恒伸

三重県亀山市関ヶ丘５２１－１１７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4110 ･42994190001019232

4040031スダセイハン

(株)須田製版 埼玉営業所
048-866-3767所長 塚田大樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－１８－５
イベント・催事・広告 製作等 電算業務維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4802･4805･4899 ･5201･5203･52048430001008470

4031436スバルケンセツ

(株)すばる建設
048-952-8338代表取締役 稲村隆浩

埼玉県三郷市三郷３－６－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001036520

4031372スバルコウギヨウ

スバル興業(株) 埼玉営業所
049-259-7715所長 佐久間淳

埼玉県入間郡三芳町上富５２２－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043010001008699

4031341スポーツケンセツ

(株)スポーツ建設
03-3530-6091代表取締役 太田栄喜

東京都板橋区南常盤台１－２２－７
土木施設維持管理維持管理

･57035011401006951

4031368スポーツシセツ

スポーツ施設(株)
03-5995-5271代表取締役 太田豊

東京都板橋区南常盤台１－３５－１
土木施設維持管理維持管理

･57035011401003404
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4030591スマートバリユー

(株)スマートバリュー クラウドイノベーションＤ
ｉｖｉｓｉｏｎ 06-6227-5563ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ 大脇正人

大阪府大阪市中央区道修町３－６－１ 京阪神御堂筋ビル１４階
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52996120101002687

4031494スミトモジユウキカイエンバイロメント

住友重機械エンバイロメント(株)
03-6737-2728代表取締役 永井貴徳

東京都品川区西五反田７－１０－４ ルーシッドスクエア五反田
土木施設維持管理維持管理

･57049010701017762

4030368スリーウエイ

(株)スリーウエイ
048-257-6880代表取締役 榊尚寛

埼玉県川口市西青木１－１４－２
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･52032030001130238

4030430スリーエムギケン

スリーエム技研(株)
045-864-3434代表取締役 中田拓馬

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４８１－１
試験・調査維持管理

･50077020001000230

4030624セイウジヤパン

(株)誠宇ジャパン
043-298-5430代表取締役 中原恵子

千葉県千葉市花見川区犢橋町１５７２－１
サービス維持管理

･55097040001042080

4031338セイカン

(株)誠環
048-935-5887代表取締役 水下幸江

埼玉県草加市八幡町６２４－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001035117

4030391セイカンケンサセンター

(株)静環検査センター 埼玉営業所
048-711-8078所長 古閑伸也

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－３－９－３０７
機械器具保守点検 検査・測定 電算業務維持管理

･4304 ･4901･4902･4903･4904･4999 ･52043080001016530

4031321セイカンケンサセンター

(株)静環検査センター 埼玉営業所
048-711-8078所長 古閑伸也

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－３－９ ３０７号室
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57043080001016530

4030583セイギヨクシヤ

(株)成玉舎 第一営業所
042-773-5858所長 井出貴生

神奈川県相模原市中央区宮下２－１５－５
健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･5499 ･5599 ･69996021001012737

4031340セイコウエン

(株)清香園
0495-22-3414代表取締役 阪上清之介

埼玉県本庄市朝日町３－２２－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001060298

4031181セイコータイムシステム

セイコータイムシステム(株)
03-5646-1601代表取締役 萩原健二

東京都江東区福住２－４－３
機械器具保守点検維持管理

･4304･4308･43996010601030983

4030594セイコービルシステム

セイコービルシステム(株) 春日部営業所
048-735-3889営業所長 迫田雅志

埼玉県春日部市赤沼１８７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 イベント・催事・広告 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･4305･4306 ･4799 ･4901･49034030001004547

4030608セイノースーパーエクスプレス

セイノースーパーエクスプレス(株) 美術輸送セン
ター 049-265-5135所長 平井俊彦

埼玉県川越市池辺２５－１
運送・運行維持管理

･4501･4502･45999010601041061

4030329セイビサイタマ

(株)セイビ埼玉
048-252-2054代表取締役 日下部浩一

埼玉県川口市幸町１－５－２５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205 ･4601･46038030001083587

4030334セイブシヨウドク

西武消毒(株) 城東支社
03-3626-4671支社長 八重樫繁

東京都墨田区太平１－１５－１１
建物管理維持管理

･41094011601003576

4030404セイリヨウコミユニテイ

(株)青菱コミュニティ 営業部
0467-42-5598営業部長 加藤千明

神奈川県鎌倉市上町屋３４５
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4102 ･43997021001009253
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4031067セイリヨウデンキ

西菱電機(株) 東京支社
03-5777-3944支社長 早川裕治

東京都港区芝大門１－１－３０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4304 ･5201･52031140001078509

4031315セキゾウエンドボク

(株)関造園土木
0480-23-5840代表取締役 関和幸

埼玉県久喜市下早見５７０－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001030787

4030797セコム

セコム(株)
03-5775-8475代表取締役 尾関一郎

東京都渋谷区神宮前１－５－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 健康・福祉サービス維持管理

･4104･4105 ･4203･4205･4209 ･54056011001035920

4030363ゼストメデイカル

(株)ゼストメディカル
048-970-2251代表取締役 高橋敏郎

埼玉県越谷市千間台東１－５－１６
機械器具保守点検維持管理

･43011030001102254

4030400セゾンパーソナルプラス

(株)セゾンパーソナルプラス
03-3988-2123代表取締役 能城成一郎

東京都豊島区東池袋１－３３－８
建物管理 電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5204 ･5304 ･5501 ･5801･5802･58991013301028815

4030494セノー

セノー(株) 関東信越支店
047-385-1110支店長 木本博

千葉県松戸市松飛台３９８
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4103 ･43089040001041601

4030434セノン

(株)セノン 埼玉支社
048-643-3021支社長 水落嘉彦

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２２ 大宮第一生命小峯ビル
建物管理 運送・運行維持管理

･4104･4105 ･45993011101023258

4030512セフテイー

(株)セフティー
048-761-6151代表取締役 中井文輔

埼玉県春日部市中央２－１４－１
機械器具保守点検 検査・測定維持管理

･4304･4399 ･49062030001051145

4031186セフテツク

(株)セフテック
0280-48-4417代表取締役 入江史典

茨城県古河市大山９７７－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4102･4104･4105･4106･4107 ･42099050001018433

4030562セブンサービスキカクソウシヨク

(株)セブンサービス企画装飾
047-351-7777代表取締役 山村未来男

千葉県浦安市鉄鋼通り３－４－５
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4802･4805･48995040001029658

4040080セラフエノモト

(株)セラフ榎本
048-265-1883代表取締役 榎本修

埼玉県川口市芝中田２－３４－１６
維持管理その他維持管理

･69994030001073996

4030418セラム

(株)セラム
052-910-3533代表取締役 玉置正樹

愛知県名古屋市北区大曽根１－２６－２３
健康・福祉サービス維持管理

･5402･5403･5406･5407･54996180001049880

4031229セリオス

(株)セリオス 埼玉営業所
048-814-1284取締役所長 古川尚

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047120001082688

4030643セルコ

(株)セルコ
03-3406-1724代表取締役 赤澤豊

東京都渋谷区渋谷２－５－２
建物管理 イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 電算業務維持管理

･4102 ･4701･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806･4808･4899 ･5002･5007･5099 ･5201･5202･5203･5204･52995011001012598

4030480セレスポ

(株)セレスポ さいたま支店
048-825-3271支店長 今村真史

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１ 大黒屋オフィスビル４階
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･47999013301006441

4040047ゼロサポート

(株)ゼロサポート
092-260-3668代表取締役 広田龍彦

福岡県福岡市博多区博多駅南５－２－１９
試験・調査維持管理

･50042290001069649
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4030337ゼンコクジヨウカソウダンタイレンゴウカイ

一般社団法人全国浄化槽団体連合会
03-3267-9757会長 上田勝朗

東京都新宿区市谷八幡町１３ 東京洋服会館７階
電算業務維持管理

･5201･5203･52043011105000336

4031124セントラルコンサルタント

セントラルコンサルタント(株) 北関東営業所
048-647-7555所長 佐久間信任

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－５３－４
イベント・催事・広告 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4702･4799 ･4901･4902･4903･4904･4906 ･5002･5003･5007 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･52041010001088264

4030588セントラルスポーツ

セントラルスポーツ(株) 健康サポート部
03-5543-1888部長 坂上直樹

東京都中央区新川１－２１－２
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5407･54995010001048124

4030403セントラルビルテツク

セントラルビルテック(株)
048-227-1400代表取締役 福岡博志

埼玉県川口市朝日２－１１－１ サンルビーASAHI１０２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4104･4106･4109 ･4201･4203･4204･4205･4207･42091040001015819

4030523ゼンニツケイ

(株)全日警 埼玉支社
048-647-7966支社長 小宮山正

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ ＯＬＳビル１２
階

建物管理維持管理

･4104･41056010001034791

4031505ゼンヨウ

(株)前洋
048-925-4819代表取締役 田中宏昌

埼玉県草加市手代２－１４－２３
土木施設維持管理維持管理

･5701･57029030001106826

4030882ゼンリン

(株)ゼンリン 大宮営業所
048-642-4946所長 松田直樹

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ ＪＡ共済埼玉ビル１Ｆ
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 電算業務維持管理

･4703 ･4802･4899 ･5099 ･5201･5203･5204･52995290801002046

4030502ソウカマツバラカイ

(社福)草加松原会
048-930-0707理事長 田川清

埼玉県草加市柿木町１０８４
健康・福祉サービス維持管理

･54085030005005986

4031190ソウケン

(株)創建 埼玉支店
048-778-8542支店長 渋谷匠

埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－３３
製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4802･4805 ･5002･5003･5007･5099 ･5101･5102･5199 ･52045180001118926

4030420ソウゴウカンキヨウケイカク

(株)総合環境計画 北関東事務所
048-662-6911所長 赤井裕

埼玉県さいたま市北区土呂町２－４４－１３
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理維持管理

･4902･4903･4999 ･5002･5003･5006･5007･5099 ･5101･5102･5199 ･5202･5204･5299 ･5303･5304･53053010601039466

4030339ソウゴウカンキヨウブンセキ

(株)総合環境分析 埼玉営業所
048-560-7770営業所長 中村和弘

埼玉県羽生市上新郷５９９５－７
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49994020001008862

4030423ソウゴウカンテイチヨウサ

(株)総合鑑定調査
052-212-6800代表取締役 小森洋志

愛知県名古屋市中区錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル４階
維持管理その他維持管理

･69998180001004413

4030507ソウゴウキヤリアオプシヨン

(株)綜合キャリアオプション
03-6634-4510代表取締役 神保紀秀

東京都港区浜松町２－４－１
電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･5304 ･5501 ･5899 ･69993011001037077

4030666ソウゴウケイビホシヨウ

綜合警備保障(株) 埼玉南支社
048-825-5200支社長 松尾晶

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－５ 浦和大栄ビル
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 運送・運行 電算業務 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4104･4105･4106･4107 ･4209 ･4502･4599 ･5201･5203 ･69993010401016070

4031498ソウセイ

(株)創成 さいたま支店
048-688-7183支店長 安崎一也

埼玉県さいたま市見沼区春野４－１５－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001024428

4030260ソウワ

(株)創和
03-5637-8888代表取締役 石住義光

東京都江戸川区篠崎町３－３３－８
サービス維持管理

･55112011701011638
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4040009ソービ

(株)ＳＯＢＩ
048-977-2121代表取締役 山田佑太

埼玉県越谷市神明町３－４１２
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･48096030001068185

4030436ソシアルサービス

(株)ソシアルサービス
0480-85-6015代表取締役 小山英一

埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4205･4209 ･43051030001031131

4031378ソシアルサービス

(株)ソシアルサービス
0480-85-6015代表取締役 小山英一

埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８－１
土木施設維持管理維持管理

･57031030001031131

4030837ソシオフードサービス

ソシオフードサービス(株)
03-3457-3300代表取締役 大隈太嘉志

東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ
学校等支援 維持管理その他維持管理

･4603 ･69991010401137645

4030416ソフトバンク

ソフトバンク(株)
03-6889-2699代表取締役 今井康之

東京都港区海岸１－７－１
建物付属設備運転・保守点検 イベント・催事・広告 電算業務 維持管理その他維持管理

･4202 ･4703 ･5201･5203 ･69999010401052465

4040045ソヨカゼ

合同会社そよかぜ
048-954-8463代表社員 白井美佐子

埼玉県三郷市早稲田１－３－１０ ＫＴＴ６ビル３Ｆ
イベント・催事・広告 文書管理 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4799 ･5304 ･5499 ･69993030003016203

4030431ソヨカゼクリーンサービス

(株)そよ風クリーンサービス
0493-81-4601代表取締役 水谷信

埼玉県比企郡吉見町中新井５３９－１
廃棄物処理維持管理

･44013030001072438

4030462ソラスト

(株)ソラスト 埼玉支社
048-645-0055支社長 本田裕司

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－４２－５ 太陽生命大宮ビル６
F

電算業務 サービス維持管理

･5202･5204 ･5501･55993010001032864

4030444ソリツクオートドア

ソリックオートドア(株) 東京支店
03-5929-2150支店長 森谷敏久

東京都杉並区高円寺南４－３－９ 兼高ビル１Ｆ
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42081080001002607

4031115ソリマチ

ソリマチ(株)
0258-33-4435代表取締役 反町秀樹

新潟県長岡市表町１－４－２４
電算業務維持管理

･5201･5203･52042110001022732

4030567ソンズ

ソンズ(株)
0857-52-6744代表取締役 鈴木尊善

鳥取県鳥取市滝山４４３－１０
製作等 電算業務維持管理

･4806 ･52012270001001084

4030411ダイイチカンキヨウ

第一環境(株)
03-6277-7920代表取締役 岡地雄一

東京都港区赤坂２－２－１２
機械器具保守点検 試験・調査 電算業務 サービス維持管理

･4307 ･5004 ･5201 ･5503･55991010401092221

4030508ダイイチコウギヨウ

第一航業(株) さいたま営業所
048-682-3022所長 南雲信之

埼玉県さいたま市見沼区春野１－９－２－８０３
試験・調査 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5201･5202･5203･52046011301004311

4031283ダイイチコウギヨウ

大一工業(株)
048-925-5310代表取締役 豊田勝彦

埼玉県草加市西町４４０－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57042030001035164

4030342ダイイチセイビ

(株)第一清美
04-2968-5911代表取締役 茨田浩之

埼玉県所沢市松葉町２２－１７
建物管理維持管理
･4101･4102･4104･4106･4107･4109･41
993030001024471

4040071ダイイチセントラルセツビ

第一セントラル設備(株) 東京支店
03-3662-3650支店長 池田紀雄

東京都中央区日本橋兜町８－４
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4203･4204･4205･4209 ･43062040001026699
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4030510ダイイチテクノ

(株)第一テクノ 関東支店
048-840-3611関東支店長 田中直康

埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４－１１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4107･4108 ･4201･4202･4205･4299 ･4307･4399 ･69998010701005413

4031370ダイイチテクノ

(株)第一テクノ 関東支店
048-840-3611関東支店長 田中直康

埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048010701005413

4030395ダイイチホウキ

第一法規(株)
03-3404-2251代表取締役社長 田中英弥

東京都港区南青山２－１１－１７
電算業務 サービス 法規・相談事務維持管理

･5201･5203 ･5512 ･56017010401017486

4030447ダイエイカンキヨウ

大栄環境(株)
0725-54-3061代表取締役 金子文雄

大阪府和泉市テクノステージ２－３－２８
建物管理 廃棄物処理 サービス維持管理

･4199 ･4401･4402･4499 ･55096120101041611

4030383タイキ

(株)大輝 埼玉支店
048-749-8185支店長 早川博文

埼玉県さいたま市岩槻区本町５－４－３
試験・調査 計画策定 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･5002･5003･5004･5007･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･5399 ･69998012401000925

4030315ダイキエンゼルヘルプ

(株)大起エンゼルヘルプ
03-3892-1331代表取締役 小林由憲

東京都荒川区東尾久１－１－４ ５階
健康・福祉サービス維持管理

･5402･5403･54991011501007291

4031178ダイキンコウギヨウ

ダイキン工業(株) サービス本部東日本サービス部
03-3298-2166東日本サービス部長 坂田明彦

東京都大田区大森西３－２９－７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4204 ･43068120001059660

4030358タイコウデンキ

(株)大広電気
048-995-8200代表取締役 熊田秀明

埼玉県八潮市中央２－１－１７
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･42092030001036146

4031480ダイゴコウギヨウ

大五興業(株)
048-283-4100代表取締役 川井美加

埼玉県川口市道合２４－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57044030001075753

4030548ダイサク

(株)ダイサク
048-972-6192代表取締役 索春暁

埼玉県吉川市三輪野江１７４５
サービス維持管理

･55095030001067675

4030332ダイシヨウ

(株)ダイショウ
03-6222-3071代表取締役 金ヶ江大三

東京都中央区八丁堀２－２１－２
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204 ･69991011801009384

4030511ダイシントウ

大新東(株)
03-6731-9110代表取締役 森下哲好

東京都調布市調布ヶ丘３ー６ー３
運送・運行維持管理

･4503･4504･4506･45998012401019180

4031478タイセイ

(株)泰成
048-955-3385代表取締役 成島一男

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－７３７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57034030001063238

4030422タイセイエレベーター

(株)大成エレベーター
03-3834-7381代表取締役 上林達人

東京都台東区台東１－２９－３－５０２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42074010501007051

4030382タイセイエンジニアリング

大成エンジニアリング(株)
03-5285-3151代表取締役 石川勇

東京都新宿区馬場下町１－１
維持管理その他維持管理

･69994011101011872

4030942タイセイカイ

（医社）泰誠会
048-959-1311理事長 永井泰

埼玉県三郷市上彦名６０７－１
健康・福祉サービス維持管理

･54998030005005868
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4030377タイセイキギヨウ

大成起業(株)
048-971-7364代表取締役 中村興世

埼玉県越谷市大成町７－２０３－１
サービス維持管理

･55061030001064239

4031429ダイドウキコウ

大同機工(株)
048-442-5007代表取締役 徳永光昭

埼玉県戸田市新曽３３６
土木施設維持管理維持管理

･5702･57049030001023071

4031122ダイナブツク

Ｄｙｎａｂｏｏｋ(株) 北関東支店
048-660-0030支店長 太田正彦

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０７－２ シャープ埼玉ビル
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･52038010601034867

4031188ダイニツポンコンサルタント

大日本コンサルタント(株) 関東支社
048-600-6672常務執行役員支社長 山本信二

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52998013301006938

4040092ダイブプロデユースセンスイジユク

ＤｉｖｅＰｒｏｄｕｃｅ潜水塾
047-383-0293代表 石崎和弘

千葉県松戸市串崎南町９１－３
維持管理その他維持管理

･6999

4030530タイヘイエンジニアリング

(株)太平エンジニアリング
03-3817-5445代表取締役 後藤悟志

東京都文京区本郷１－１９－６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107 ･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･43072010001004567

4030843タイヘイビルカンリ

太平ビル管理(株)
0480-32-0381代表取締役 黒田良一

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－６－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
08･4109

･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209･4299 ･4901･4903 ･69992030001051896

4030452タイヘイビルサービス

太平ビルサービス(株) さいたま支店
048-644-2135常務取締役支店長 狩野伸三

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－４９－８ GM大宮ビル３階
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 サービス維持管理

･4101･4102･4103･4104･4107･4199 ･4201･4203･4204･4205･4209 ･4305･4306 ･55012011101012138

4030312タイヘイヨウリクソウ

太平洋陸送(株)
048-531-3751代表取締役 相澤伸彦

埼玉県熊谷市三ヶ尻５３７８
廃棄物処理 運送・運行維持管理

･4401 ･45013030001033010

4030459タイムエージエント

(株)タイム・エージェント
03-3770-6821代表取締役 渡部唯史

東京都渋谷区円山町６－８
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5102･51992011001013392

4030458タイムズニジユウヨン

タイムズ２４(株)
03-6747-8124代表取締役 西川光一

東京都品川区西五反田２－２０－４
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4102 ･43994010001137274

4030278タイヨウカクチ

(株)大洋画地
048-257-1100代表取締役 遠藤秀徳

埼玉県川口市青木４－７－３
試験・調査 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5201･5202･5203･5204･52992030001075838

4030496タイヨウカンザイ

太陽管財(株)
048-663-6166代表取締役 齊藤敏雄

埼玉県さいたま市北区日進町３－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 検査・測定維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･4209 ･4401 ･49031030001005250

4031287タイヨウケンセツコウギヨウ

太陽建設工業(株)
048-962-0671代表取締役 田山圭一

埼玉県越谷市谷中町４－１４３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001064347

4030435タイヨウユカ

(株)太陽油化
03-3938-0022代表取締役 石田太平

東京都板橋区三園２－１２－２
建物管理 廃棄物処理 検査・測定 サービス 維持管理その他維持管理

･4107 ･4401･4402 ･4999 ･5509 ･69992011401007738

4030357ダイワソウケンプロテツク

(株)大和総建プロテック
048-780-2880代表取締役 石川榮次

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－７３１－３ ＧＨ櫛引２０２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4205･42999030001017057
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4030497ダイワビジネス

(株)大和ビジネス
048-976-2301代表取締役 富岡国洋

埼玉県越谷市平方２８２７－１
文書管理維持管理

･53043030001064360

4030656タカオ

タカオ(株)
084-955-1275代表取締役 髙尾典秀

広島県福山市御幸町中津原１７８７-１
機械器具保守点検維持管理

･43997240001031229

4030412タカサゴロザイコウギヨウ

高砂炉材工業(株)
03-3270-6701代表取締役 高橋一彰

東京都中央区日本橋本町３－２－１３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 廃棄物処理 サービス維持管理

･4110 ･4299 ･4403･4404 ･55065010001067941

4030396タカシマテクノロジーセンター

(株)高島テクノロジーセンター 埼玉営業所
048-648-2905所長 平林正和

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701･4702･4799 ･5002･5003･5007･5099 ･5101･5102･5199 ･55014010001098954

4040010タカチホホケンジムシヨ

(株)高千穂保険事務所
048-925-1655代表取締役 北畠正顕

埼玉県草加市谷塚町８２４－７
サービス維持管理

･55042030001035214

4030456タカハシイカキカイテン

(株)髙橋医科器械店
048-521-0552代表取締役社長 高橋靖子

埼玉県熊谷市箱田６－１４－３８
健康・福祉サービス維持管理

･54994030001084977

4030351タカハシコウギヨウ

高橋工業(株) 越谷支店
048-940-6604支店長 坂本勉

埼玉県越谷市弥生町１６－１ 越谷ツインシティＢシティ４０２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4203･4204･4205･4206･4207･420
8･4209･4299 ･4699 ･55014010001004672

4030169タカマツ

タカマツ(株)
048-592-0081代表取締役 倉持光栄

埼玉県北本市石戸宿３－９１－２
廃棄物処理維持管理

･44011030001062052

4031514タカマツ

タカマツ(株)
048-592-0081代表取締役 倉持光栄

埼玉県北本市石戸宿３－９１－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001062052

4030811タカミザワブンセキカガクケンキユウジヨ

(株)高見沢分析化学研究所
048-861-0288代表取締役 佐藤英樹

埼玉県さいたま市桜区西堀６－４－２８
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49996030001005031

4030414タカラビルメン

タカラビルメン(株)
0297-66-7111代表取締役 中込太郎

茨城県龍ケ崎市中根台４－１０－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110 ･4201･4203･4205･4209 ･55019050001025289

4030645タクハイ

(株)宅配
03-3815-9711代表取締役 斜森太郎

東京都文京区本郷４－１１－５
運送・運行 サービス維持管理

･4505 ･55033010001004665

4030380タケダエンジニヤリング

(株)武田エンジニヤリング
048-756-4705代表取締役 武田敏充

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 サービス維持管理

･4108･4111･4199 ･4205･4299 ･4901 ･5501･55037030001018024

4031391タケダエンジニヤリング

(株)武田エンジニヤリング
048-756-4705代表取締役 武田敏充

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８
土木施設維持管理維持管理

･5702･57047030001018024

4031142タツクポート

(株)タック・ポート
045-342-7301代表取締役 勝又繁

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２１－３
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52996020001018001

4030599タナカ

(株)タナカ 東京支社
03-3255-1740支社長 井上柾弘

東京都千代田区神田東松下町１７
製作等 文書管理維持管理

･4809 ･53041050001010075
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4031071タナカデンキ

田中電気(株)
03-3253-2811代表取締役 田中良一

東京都千代田区外神田１－１５－１３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42022010001022478

4030969タハラホウリツジムシヨ

田原法律事務所
03-3862-3683代表者 田原緑

東京都台東区柳橋１－１２－２ ロイヤル浅草橋１０３号
法規・相談事務維持管理

･5601･5602

4030621タビクラブジヤパン

(株)旅クラブジャパン
048-978-6066代表取締役 天野正幸

埼玉県越谷市千間台西５－３－５８
運送・運行 サービス維持管理

･4507 ･55097030001064324

4030356タフカ

タフカ(株)
03-6264-3922代表取締役 田邉範樹

東京都中央区築地２－１４－３ ＮＩＴ築地ビル
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4106･4107･4109･41
99 ･4201･4204･4205･4209･42994010001050048

4031194タマノソウゴウコンサルタント

玉野総合コンサルタント(株) 埼玉事務所
048-823-9637所長 磯貝彰俊

埼玉県さいたま市中央区新中里１－２－１９
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903 ･5002･5003･5099 ･5101 ･5201･5203･52044180001031246

4030565タムコ

(株)タムコ
03-3652-4060代表取締役 川野文夫

東京都江戸川区西一之江４－９－９
サービス維持管理

･55112011701005029

4030333タムラ

(株)タムラ
03-3652-4000代表取締役 田村良久

東京都江戸川区西一之江４－９－２８
サービス維持管理

･55114011701005035

4040017タンセイシヤ

(株)丹青社
03-6455-8151代表取締役 高橋貴志

東京都港区港南１－２－７０
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 維持管理その他維持管理

･4701･4702･4799 ･4804･4805･4806･4899 ･5002･5099 ･5199 ･69993010501007440

4030543チイキカツセイカセンター

(ＮＰＯ)地域活性化センター
048-966-9335理事 牧田昌己

埼玉県越谷市南越谷３－２６－３
試験・調査 計画策定 サービス 法規・相談事務維持管理

･5002 ･5199 ･5512 ･5601･56021030005010362

4030628チイキカンキヨウケイカク

(株)地域環境計画 埼玉事務所
048-420-7550取締役埼玉事務所長 宮畑貴之

埼玉県戸田市川岸１－１０－２１
検査・測定 計画策定維持管理

･4999 ･51996010901007401

4031145チイキケイカク

地域計画(株) 埼玉営業所
048-577-8240所長 福田圭一

埼玉県熊谷市上中条１００７－３
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･52041070001019684

4030267チイキケイカクケンチクケンキユウシヨ

(株)地域計画建築研究所 東京事務所
03-5244-5132東京事務所長 坂井信行

東京都千代田区内神田１－１５－７ ユニゾ内神田１丁目ビル
イベント・催事・広告 計画策定維持管理

･4701･4799 ･5101･5102･51992130001018043

4031119チイキケイカクセンター

(株)地域計画センター
026-259-0039代表取締役 山口泰英

長野県長野市北長池上河原１９２４－２
試験・調査 維持管理その他維持管理

･5004 ･69997100001001930

4031112チイキケイカクレンゴウ

(株)地域計画連合
03-5974-2021代表取締役 江田隆三

東京都豊島区北大塚２－２４－５
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701 ･5002 ･5101･5102･5199 ･55129013301007340

4030281チイキソウゴウケイカク

(株)地域総合計画 関東事業所
048-424-3268所長 檀原保夫

埼玉県志木市館１－６－１５－２０４
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51993100001005646

4040033チイキソウゴウケイカクケンキユウシヨ

(株)地域総合計画研究所
03-3400-4952代表取締役 森井緑朗

東京都港区南青山５－１－２５
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701 ･5002 ･5101･5102･5199 ･5512･55992011001014011
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4040072チイキデザインラボサイタマ

(株)地域デザインラボさいたま
048-633-4301代表取締役社長 青木大介

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１
イベント・催事・広告 計画策定 維持管理その他維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･5101･5199 ･69994030001144616

4030807チイキデトモニイキルナノ

(ＮＰＯ)地域で共に生きるナノ
048-951-1817理事 谷口眞知子

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－３７４－１
健康・福祉サービス維持管理

･54076030005019085

4030389チイキブンカザイケンキユウジヨ

(株)地域文化財研究所
0476-42-7820代表取締役 間宮政光

千葉県印西市大森２５９６－９
試験・調査維持管理

･50996040001045893

4031177チエリービー

(株)チェリービー
048-762-7907代表取締役 山口正人

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－３－９ レインボービル３０２
製作等維持管理

･48017011101051206

4030327チチユウエンジニアリング

地中エンジニアリング(株)
048-844-1031代表取締役 光岡宗徳

埼玉県さいたま市桜区田島５－１９－８
試験・調査維持管理

･50048030001005376

4030415チバガクエン

(社福)千葉学園
048-949-0072理事長 定山清

埼玉県三郷市中央１－２－１ ザ・ライオンズ三郷中央２１６号
運送・運行 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4599 ･5499 ･69999030005015998

4030341チバケンヤクザイシカイケンサセンター

一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
043-242-3833理事長 水野喜一郎

千葉県千葉市中央区中央港１－１２－１１
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49998040005001404

4040069チユウエツウンソウ

中越運送(株)
025-283-0019代表取締役 中山元四郎

新潟県新潟市中央区美咲町１－２３－２６
運送・運行維持管理

･45012110001003294

4030360チユウオウエレベーターコウギヨウ

中央エレベーター工業(株)
03-5818-3444代表取締役 福田賢司

東京都台東区上野３－４－９
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42074010501008000

4030362チユウオウエンタープライス

中央エンタープライス(株) さいたま営業所
048-645-7300営業所長 高橋康夫

埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－９０６－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09

･4201･4202･4203･4204･4205･4208･420
9 ･4305･43065010701015002

4030598チユウオウカイハツ

中央開発(株) 関東支店
048-250-1416支店長 若森敦裕

埼玉県川口市西青木３－４－２
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903 ･5002 ･5101 ･5201･52045011101012993

4030381チユウオウクリエイト

(株)中央クリエイト 埼玉営業所
048-711-8147所長 大加義則

埼玉県さいたま市浦和区東岸町９－２０
検査・測定 試験・調査 計画策定維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5004･5005･5007･5099 ･5101･5102･51997011101038228

4031066チユウオウコウギヨウ

中央航業(株)
048-780-1088代表取締役 小池盛文

埼玉県上尾市地頭方３３２－７
電算業務 維持管理その他維持管理

･5204 ･69999030001044150

4031329チユウオウコウギヨウ

(株)中央工業
048-684-4523代表取締役 井上敏

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１６３８ マウントフィールド大宮
１番館４０６号

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001014926

4031440チユウオウコーポレーシヨン

(株)中央コーポレーション 関東営業所
048-783-5550所長 三浦正人

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 大宮三貴ビル２階２
０４

土木施設維持管理維持管理

･5701･57024400001005375

4030476チユウオウジオマチツクス

(株)中央ジオマチックス さいたま営業所
048-686-7700所長 荻野典幸

埼玉県さいたま市見沼区小深作６０３－１２
イベント・催事・広告 製作等 計画策定 電算業務維持管理

･4799 ･4802･4805･4806 ･5199 ･5201･5202･5203･52045011401004138
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4030376チユウオウシヤ

(株)中央社
048-882-3875代表取締役 松川修一

埼玉県さいたま市浦和区東仲町１６－２０
製作等維持管理

･48084030001005388

4030547チユウオウセツケイギジユツケンキユウシヨ

(株)中央設計技術研究所 埼玉事務所
048-845-6020所長 青野裕法

埼玉県さいたま市桜区西堀１－１１－７
電算業務維持管理

･5201･5202･52039220001004250

4030274チユウオウプリント

中央プリント(株)
0480-32-0045代表取締役 仲村茂

埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根３９４７－２
製作等 文書管理維持管理

･4802･4805･4808･4899 ･5304･53053030001099407

4030886チユウガイテクノス

中外テクノス(株) 埼玉営業所
048-642-6407所長 佐藤英樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 大宮三貴ビル
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5299 ･69995240001006942

4031433チヨウエイスポーツコウギヨウ

長永スポーツ工業(株)
03-3417-8111代表取締役社長 長谷川信

東京都世田谷区岡本３－２３－２６
土木施設維持管理維持管理

･57038010901007465

4030385チヨウダイ

(株)長大 北関東支店
048-615-6505支店長 高橋洋介

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３２４－１
イベント・催事・広告 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4799 ･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52995010001050435

4030575チヨダ

(株)チヨダ 埼玉東営業所
048-990-7860営業所長 森洋之

埼玉県越谷市相模町３－１２８－１
機械器具保守点検 検査・測定維持管理

･4307 ･49994100001013581

4031265チヨダグリーン

(有)千代田グリーン
03-6914-3307代表取締役 渡邉章

東京都千代田区二番町１－２ 番町ハイム４１０号
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047010002048699

4030623チヨダコンサルタント

(株)千代田コンサルタント 埼玉営業所
048-814-2651所長 岩元博樹

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１
製作等 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4802･4805 ･4901･4902･4903 ･5002･5003･5005･5006 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･52045011501013443

4031356チヨダコンサルタント

(株)千代田コンサルタント 埼玉営業所
048-814-2651所長 岩元博樹

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57045011501013443

4030257チヨダテクノル

(株)千代田テクノル
03-3816-5241代表取締役 井上任

東京都文京区湯島１－７－１２
機械器具保守点検 検査・測定 維持管理その他維持管理

･4304 ･4903･4999 ･69997010001004851

4030445ツクイ

(株)ツクイ
045-842-4115代表取締役 高畠毅

神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
健康・福祉サービス維持管理

･54081020001136162

4030477ツヅキデンキ

都築電気(株) 北関東営業所
048-644-3581所長 飯田真章

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４０ 第一山崎ビル
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･5201･5202･5203･52049010401054908

4030481テイアイエス

ＴＩＳ(株)
03-5337-7070代表取締役 桑野徹

東京都新宿区西新宿８－１７－１ 住友不動産新宿グランドタワー
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52992010001134133

4030350テイーアールシーサイタマ

(株)ＴＲＣ埼玉
048-652-3511代表取締役 松倉陽平

埼玉県さいたま市中央区円阿弥６－３－１４
学校等支援 電算業務 維持管理その他維持管理

･4602 ･5202･5204 ･69991030001006075

4030314テイーエスピーヒガシニホン

ＴＳＰ東日本(株) 北関東支店
048-666-0070北関東支店長 池田道雄

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７６－１
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･4805･48099020001052204
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4030469テイーエスビルシステム

(株)ＴＳビルシステム 埼玉東営業所
048-970-9190営業所長 瀬尾澄夫

埼玉県越谷市船渡１８６６－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･42096030001023157

4030664テイーエスビルマネジメント

(株)ＴＳビルマネジメント
048-430-7977代表取締役 本田友彦

埼玉県川口市西川口３－１４－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 学校等支援 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･4307 ･4602 ･4901･4902･49036030001105500

4030922テイーエムエス

税理士法人ＴＭＳ 練馬事務所
03-5399-9251代表社員 細田幸夫

東京都練馬区氷川台４－４７－１８
計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･5101･5199 ･5203 ･69999011605001506

4030263テイーエムハンズ

(株)ティーエムハンズ 関東支店
04-2934-6720代表取締役 矢野晃治

埼玉県入間市狭山台１-２-１３
廃棄物処理 検査・測定維持管理

･4401･4499 ･4903･49993012401020341

4031075テイーペツク

ティーペック(株)
03-3839-1100代表取締役 鼠家和彦

東京都台東区上野５－６－１０
検査・測定 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4999 ･5499 ･69992010001023468

4031468テイエスビルシステム

(株)ＴＳビルシステム
048-421-5925代表取締役 本田友彦

埼玉県戸田市笹目６－１２－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001023157

4031171デイクタクス

(株)ディクタクス
048-948-6931代表取締役 齊藤壽和

埼玉県三郷市早稲田２－１９－２
イベント・催事・広告 製作等 電算業務維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806･4899 ･5201･5203･5204･52992030001096297

4030441テイケイシイ

(株)ＴＫＣ
028-648-2111代表取締役社長 飯塚真規

栃木県宇都宮市鶴田町１７５８
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52045060001002844

4030397テイケイトレード

テイケイトレード(株)
03-5155-0941代表取締役 岡田竜也

東京都新宿区歌舞伎町１－１－１６
試験・調査 サービス維持管理

･5099 ･55015011101037669

4031479テイケン

(株)庭研
048-253-4511代表取締役 田村正雄

埼玉県川口市南前川１－１２－２２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001076115

4030501テイコクデータバンク

(株)帝国データバンク 大宮支店
048-643-2080支店長 赤塚裕章

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-１１-９ 7Ｆ
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5199 ･5202･52997010401018377

4030372テイシヨウ

帝商(株) 埼玉営業所
048-814-1258営業所長 伊藤昌弘

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 小峰ビル５階
機械器具保守点検 サービス維持管理

･4304･4399 ･55075010001050740

4030387デイブレイク

(有)デイブレイク
048-526-9475取締役 白根麻紀

埼玉県熊谷市箱田６－１－１１
建物管理 イベント・催事・広告維持管理

･4199 ･4701･47994030002115384

4030963データベース

(株)データベース 埼玉営業所
048-962-4180営業所長 清重正樹

埼玉県越谷市谷中町１－４５－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4111 ･42018430001016944

4031491データベース

(株)データベース 東京支店
03-5641-1381支店長 清重正樹

東京都中央区日本橋本町２－８－１２
土木施設維持管理維持管理

･5702･57048430001016944

4030247データホライゾン

(株)データホライゾン
082-279-5550代表取締役 内海良夫

広島県広島市西区草津新町１－２１－３５ 広島ミクシス・ビル
計画策定 電算業務 健康・福祉サービス サービス維持管理

･5199 ･5202･5204 ･5406･5499 ･55999240001012318
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4040073テービーケイ

(株)テービーケイ 埼玉支店
048-612-4992支店長 高橋紀子

埼玉県さいたま市南区南浦和２－３９－２ 第一大雄ビル３０１号
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106･4199 ･4202･4203･4204･4205･4299 ･69992013301007719

4030896テクアノーツ

(株)テクアノーツ
048-424-2800代表取締役 三門克彰

埼玉県川口市芝下１－１－３
建物管理 機械器具保守点検 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4107 ･4307 ･5004 ･69991120901030611

4031451テクアノーツ

(株)テクアノーツ
048-424-2800代表取締役 三門克彰

埼玉県川口市芝下１－１－３
土木施設維持管理維持管理

･5702･57031120901030611

4030442テクノスジヤパン

(株)テクノスジャパン 関東支店
048-711-6453支店長 三小田和則

埼玉県さいたま市南区文蔵４－２３－２０－１０２
試験・調査維持管理

･50045290001023421

4030566テクノヤザキ

テクノ矢崎(株) 北関東営業所
048-682-6710所長 小俣健太郎

埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１０４０－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42038010701016063

4031159デサン

(株)デサン
048-651-1881代表取締役 藤池一誠

埼玉県さいたま市北区大成町４－１４０
イベント・催事・広告 製作等 維持管理その他維持管理

･4703･4799 ･4802･4805･4807 ･69995030001005627

4030017デジタルスキツプステーシヨン

(株)デジタルスキップステーション
048-264-7777代表取締役 粟生田邦夫

埼玉県川口市上青木３－１２－６３
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･48016030001076147

4030630デジタルプロセツシング

(有)デジタルプロセッシング
048-949-1530代表取締役 根本賀章

埼玉県三郷市番匠免１－２０６－１
電算業務 文書管理維持管理

･5201･5203･5204 ･53033030002049360

4030369テスコ

テスコ(株) 埼玉支店
048-229-1922支店長 古内康

埼玉県川口市飯塚１－３－２６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 サービス 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4106･4107･4108･41
09･4111･4199

･4201･4203･4204･4205･4206･4207･420
9･4299 ･4305･4306･4307･4399 ･5501･5503 ･69995011101011871

4031420テスコ

テスコ(株)
03-5244-5311代表取締役 高橋久治

東京都千代田区西神田１－４－５
土木施設維持管理維持管理

･5702･57045011101011871

4030569デユプロ

デュプロ(株) 埼玉支店
048-662-8671支店長 麻生修男

埼玉県さいたま市北区宮原町４－２６－１３
機械器具保守点検維持管理

･4302･43036013301013580

4040039テラオカオートドアシステム

寺岡オート・ドアシステム(株) 埼玉営業所
048-657-8151所長 加藤恒久

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－４７３－２ 柳川ビル１Ｆ
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42083010701006399

4031473テラヤマ

(株)テラヤマ
048-295-0908代表取締役 寺山樹生

埼玉県川口市戸塚南２－１－４０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57037030001076162

4031161テルウエルヒガシニツポン

テルウェル東日本(株) 北関東信越支店
048-640-7880取締役北関東信越支店長 伊東健一

埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１ ＮＴＴ大宮下町ビル２階
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4106･4109 ･42099011001036346

4031138テレビサイタマ

(株)テレビ埼玉
048-824-3131代表取締役 川原泰博

埼玉県さいたま市浦和区常盤６－３６－４
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4703･4799 ･4801･48995030001005569

4030394テレワーク

(株)テレワーク
06-6208-0500代表取締役 八瀬誠

大阪府大阪市中央区北浜３－１－６
サービス 電話勧奨維持管理

･5501 ･58996120001085272
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4030579デンサン

(株)電算
026-224-6666代表取締役 轟一太

長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６－６
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52041100001002083

4031187デンサン

(株)電算
03-3572-5975代表取締役 河野純

東京都中央区銀座８－１０－５ 電算ビル
試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･5002･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501 ･5801･5802･58994010001050774

4031121デンサンシステム

(株)電算システム ＥＣソリューション事業本部
058-279-3482取締役副社長執行役員事業本部長 松浦陽司

岐阜県岐阜市日置江１－５８
サービス維持管理

･55105200001003514

4030514テンダーラビングケアサービス

(株)テンダーラビングケアサービス
03-6226-8520代表取締役 柚上啓子

東京都中央区銀座３－９－１９ 吉澤ビル
建物管理 学校等支援 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4101 ･4601･4603･4699 ･5499 ･55015010001087997

4031295トウアグラウトコウギヨウ

東亜グラウト工業(株)
03-3355-1167代表取締役 山口乃理夫

東京都新宿区四谷２－１０－３
土木施設維持管理維持管理

･57044011101042678

4030410トウアサンギヨウ

(株)東亜産業
048-873-3784代表取締役 若菜正孝

埼玉県さいたま市緑区中尾１５２３
製作等 試験・調査維持管理

･4809 ･50075030001014966

4030378トウアセンスイキ

東亜潜水機(株)
03-3803-2251代表取締役 佐野弘幸

東京都荒川区南千住７－３２－１
機械器具保守点検維持管理

･43998011501007772

4030584トウカイタイイクシドウ

東海体育指導(株) 埼玉支店
04-2962-2617支店長 小林克之

埼玉県入間市鍵山１－７－１３
建物管理 機械器具保守点検 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4102･4103･4199 ･4305･4308･4399 ･5407 ･55018021001036965

4030105トウキヨウガス

東京瓦斯(株) 都市エネルギー事業部
03-5400-7787都市エネルギー事業部長 高橋稔

東京都港区海岸１-５-２０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42036010401020516

4030468トウキヨウガスエンジニアリングソリユーシヨンズ

東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
03-6452-8470代表取締役 小西康弘

東京都港区海岸１－２－３
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52042010401079028

4031078トウキヨウガスオールワンエナジー

東京ガスオールワンエナジー(株)
03-3884-1151代表取締役 宮田秀幸

東京都足立区竹の塚５－２－６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4111 ･4203･42068011801016309

4031081トウキヨウキカクソウシヨク

東京企画装飾(株)
03-5948-3780代表取締役 東風美佐

東京都豊島区高松１－１１－１５ モリタビル西池袋
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･4801･4809･48991011601004486

4030325トウキヨウキンロウシヤイリヨウカイ

(医財)東京勤労者医療会
03-5366-6892理事長 下正宗

東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－７
健康・福祉サービス維持管理

･54077011005000597

4030558トウキヨウケイキ

東京計器(株) 計測機器システムカンパニー
03-3737-8621カンパニー長 楠澄人

東京都大田区南蒲田２－１６－４６
機械器具保守点検維持管理

･43043010801008436

4030471トウキヨウケータリング

東京ケータリング(株)
03-3354-7811代表取締役 鈴木隆文

東京都新宿区左門町３－１ 左門イレブンビル３階
学校等支援維持管理

･4601･46033011001030453

4030401トウキヨウケンセツコンサルタント

(株)東京建設コンサルタント 埼玉事務所
048-642-8935所長 大手俊治

埼玉県さいたま市大宮区東町１－３６－１
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4703･4799 ･4801･4802･4805 ･5002･5003･5006･5007･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･5204･52996013301007970
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4030655トウキヨウケンビキヨウイン

一般財団法人東京顕微鏡院
03-5210-6601理事長 山田匡通

東京都千代田区九段南４－８－３２
検査・測定維持管理

･4901･4902･4904･49993010005004232

4030525トウキヨウコウギヨウケンキユウシヨ

(株)東京航業研究所
049-229-5771代表取締役 中本直士

埼玉県川越市伊佐沼２８－１
製作等 維持管理その他維持管理

･4801 ･69993030001057034

4040090トウキヨウサラヤ

東京サラヤ(株) 北関東支店
048-665-5151支店長 清水一省

埼玉県さいたま市北区別所町１１２２－１
健康・福祉サービス維持管理

･54074010701006514

4030398トウキヨウスイドウ

東京水道(株)
03-3343-4560代表取締役 野田数

東京都新宿区西新宿６－５－１
試験・調査 サービス維持管理

･5004 ･55128011101037071

4030652トウキヨウタイイクキキ

東京体育機器(株)
03-3625-6801代表取締役 海老根實

東京都墨田区押上１－４０－７
建物管理 機械器具保守点検 健康・福祉サービス維持管理

･4103 ･4308 ･5407･54995010601015110

4030506トウキヨウツウシンデンセツ

東京通信電設(株) 埼玉支店
048-662-3533支店長 岡本悟

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５８６
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4202･4209 ･43024010401020815

4030317トウキヨウテクニカルサービス

東京テクニカル・サービス(株) 埼玉支店
048-812-6165支店長 藤井雄造

埼玉県さいたま市緑区東大門１－１１－３
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49991040001029802

4031462トウキヨウテレメツセージ

東京テレメッセージ(株)
03-5733-0247代表取締役 清野英俊

東京都港区西新橋２－３５－２
土木施設維持管理維持管理

･57013010901023351

4031202トウキヨウデンキキキサービス

東京電機機器サービス(株)
03-3837-3246代表取締役 塩谷智彦

東京都千代田区外神田６－１５－９
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42015010001034289

4031080トウキヨウテンリユウ

(株)東京天竜
03-3813-3495代表取締役 東雅臣

東京都文京区本郷２－２７－２０
学校等支援 維持管理その他維持管理

･4601･4603 ･69996010001005280

4040077トウキヨウハンヤク

東京反訳(株) 大阪支店
06-6755-4013支店長 吉條一

大阪府大阪市北区南森町２－２－９ 南森町八千代ビル７F－A
文書管理維持管理

･5303･53051013301023163

4030316トウキヨウフクシバス

東京福祉バス(株)
03-3806-3811代表取締役 飯田善彦

東京都荒川区南千住５－２１－１
運送・運行維持管理

･45041011501007746

4030607トウキヨウブツサン

東京物産(株) 埼玉営業所
048-291-8224所長 根本達司

埼玉県川口市本蓮２－８－１０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42099010001034392

4030534トウキヨウホウキシユツパン

(株)東京法規出版
03-5977-0300代表取締役 菅国典

東京都文京区本駒込２－２９－２２
製作等 文書管理維持管理

･4802･4805･4806･4808 ･53031010001005285

4030075トウキヨウホウレイシユツパン

東京法令出版(株)
026-224-5441代表取締役 星沢卓也

長野県長野市南千歳町１００５
製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4808 ･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･52041100001002125

4030895トウキヨウランドスケープケンキユウジヨ

(株)東京ランドスケープ研究所
03-6859-1088代表取締役 小林新

東京都渋谷区本町１－４－３ エバーグレイス本町１階
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定維持管理

･4701 ･5002･5099 ･51995011101041563
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4031099トウキヨウワツクス

東京ワックス(株)
048-573-1121代表取締役 古郡公恵

埼玉県深谷市上野台２９２０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4104･4106･4107･4108･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4209･429
9 ･4901･49035030001086460

4030308トウケイデンサン

(株)東計電算
044-430-1311代表取締役 甲田英毅

神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０
電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･5304 ･5503 ･58994020001069830

4030210トウコウサンギヨウ

東興産業(株) 関越営業所
049-226-7911所長 本橋丈晴

埼玉県川越市福田２３９
維持管理その他維持管理

･69993010001024366

4031434トウコウローンコンサルタント

東光ローンコンサルタント(株)
048-421-2225代表取締役 遠藤征矢

埼玉県戸田市笹目５－３１－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57033030001020529

4031377ドウサイエンス

(株)ドゥサイエンス
03-5561-9751代表取締役 香取良一

東京都港区六本木４－１－１６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049010401019142

4031153トウザイカガクサンギヨウ

東西化学産業(株) 東京支店
044-270-2310支店長 杉浦智久

神奈川県川崎市川崎区台町７－１１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 維持管理その他維持管理

･4203･4205 ･4305 ･4901 ･69996120001085345

4031182トウサイガス

東彩ガス(株)
048-962-1382代表取締役 土屋友紀

埼玉県越谷市越ケ谷１－１４－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4203･4204･42068030001051263

4031204トウシバイーアイコントロールシステム

東芝ＥＩコントロールシステム(株) ＬＥＤ事業推
進部 042-333-6852統括部長 篠原良

東京都府中市東芝町１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42028290801014419

4030592トウシバインフラシステムズ

東芝インフラシステムズ(株) 北関東支店
048-640-1133統括責任者 齋藤秀二

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4104･4105･4111 ･4201･4202 ･4304･4307 ･69992011101014084

4031296トウシバインフラシステムズ

東芝インフラシステムズ(株) 北関東支店
048-640-1133統括責任者 齋藤秀二

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
土木施設維持管理維持管理

･5702･57042011101014084

4030522トウシバエレベータ

東芝エレベータ(株) 北関東支社
048-645-6800支社長 松原和也

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42075010701006785

4030443トウセン

(株)東宣 埼玉支社
048-824-6171代表取締役 内藤信彦

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷３－１５－３
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806 ･5002 ･51018010001051463

4030758トウテク

東テク(株)
03-6632-7000代表取締役 長尾克己

東京都中央区日本橋本町3－11－11
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4204 ･43062010001051477

4031206トウデンタウンプランニング

東電タウンプランニング(株) 埼玉総支社
048-638-1800埼玉総支社長 尾島勇

埼玉県さいたま市中央区上落合８－９－７
製作等維持管理

･48056011101032181

4031154トウデンフユエル

東電フユエル(株) 火力原子力防災事業部
03-6371-2700執行役員火力原子力防災事業部長 山﨑賢一

東京都江東区東陽３－７－１３
建物付属設備運転・保守点検 イベント・催事・広告 サービス 維持管理その他維持管理

･4209 ･4701･4799 ･5512 ･69998010401021280

4040054トウデンヨウチ

東電用地(株) 埼玉支社
048-770-3100支社長 青木和巳

埼玉県上尾市宮本町２－１ アリコベール上尾サロン館３階
試験・調査 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･5099 ･5899 ･69999011501014272
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4030323トウトコンサルタント

(株)東都コンサルタント 東部営業所
048-997-0777所長 小椋誠

埼玉県八潮市西袋１４７０－６
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52999030001073174

4031293トウブエンゲイ

(株)東武園芸
048-965-0111代表取締役 番場克己

埼玉県越谷市谷中町２－１０５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001064420

4031397トウブカンキヨウサービス

東武環境サービス(有)
048-754-3306代表取締役 梅澤吉勝

埼玉県春日部市八丁目２１３－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030002068893

4040007トウブカンキヨウセンター

東武環境センター(株)
048-925-8741取締役営業部長 中平弘之

埼玉県八潮市西袋６２１－５
廃棄物処理維持管理

･44048030001037378

4031285トウブコウギヨウ

東部工業(株)
048-957-8382代表取締役 罍信太郎

埼玉県三郷市上彦名１９６－８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001036864

4030513トウブシヨウジ

東武商事(株)
048-992-1039代表取締役 小林増雄

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－４－４
建物管理 廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4106･4107 ･4401･4402･4405･4499 ･50995030001065373

4031316トウブシヨウジ

東武商事(株)
048-992-1039代表取締役 小林増雄

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－４－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001065373

4030439トウブデリバリー

東武デリバリー(株)
048-633-0951代表取締役 須澤広幸

埼玉県さいたま市緑区大門２５００
運送・運行 文書管理維持管理

･4599 ･53023011801010415

4030670トウブトツプツアーズ

東武トップツアーズ(株) さいたま支店
048-642-3686支店長 大矢野健

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ ＪＡ共済埼玉ビル８階
運送・運行 イベント・催事・広告 製作等 文書管理維持管理

･4503･4507 ･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805 ･53044013201004021

4030348トウホウガードシステムズ

(株)東邦ガードシステムズ
048-963-4077代表取締役 東邦明

埼玉県越谷市弥生町１１－５
建物管理維持管理

･4102･41046030001066651

4030354トウホウカケン

東邦化研(株)
048-961-6161代表取締役 長島惣平

埼玉県越谷市流通団地３－３－８
検査・測定維持管理

･4901･4902･49038030001064463

4031037トウホクロウスイ

(株)東北漏水 さいたま営業所
048-783-3266所長 戸舘広将

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４４６－２１６
試験・調査維持管理

･50048370001002463

4031347トウメイシヨウジ

(株)藤明商事
048-814-3755代表取締役 飯島敦志

埼玉県さいたま市中央区下落合１０８３－３ 与野駅前プラザ５０
７

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042050001018885

4030475トウヨウインサツ

東洋印刷(株) 埼玉営業所
048-711-7495所長 白田大

埼玉県さいたま市南区大谷口５７４５
電算業務 文書管理維持管理

･5202･5299 ･53043130001021789

4031289トウヨウエンタープライズ

(株)東洋エンタープライズ
048-752-9021代表取締役 矢島史雄

埼玉県春日部市小渕２０９－１－２０４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001051277

4030517トウヨウコウギヨウ

東陽工業(株) 北関東支店
048-642-5771支店長 廣瀬正樹

埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－４－４
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4202･42097010401020291
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4031219トウヨウコンサルタント

(株)東洋コンサルタント 埼玉支店
048-885-6014支店長 秋山泰博

埼玉県さいたま市南区太田窪３５０７－８
土木施設維持管理維持管理

･57048013301008587

4040026トウヨウシヨウドク

東洋消毒(株)
03-3608-2432代表取締役 永安卓利

東京都葛飾区水元５－１１－１８
建物管理維持管理

･41092011801003246

4030390トウヨウシヨクヒン

(株)東洋食品
03-3836-1291代表取締役 荻久保英男

東京都台東区東上野１－１４－４
学校等支援維持管理

･46012010501035764

4040024トウヨウセツケイ

(株)東洋設計 埼玉支店
048-681-7030埼玉支店長 高橋雅幸

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３－２ 山直ビル３階
計画策定 電算業務維持管理

･5101･5199 ･5201･5204･52991220001004571

4031348トウヨウランテツク

東洋ランテック(株)
048-266-2188代表取締役 森川昌紀

埼玉県川口市柳根町１６－２４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001076303

4031317ドウロカイハツ

道路開発(株)
048-931-1291代表取締役 佐藤夕里江

埼玉県八潮市南後谷３６－７
土木施設維持管理維持管理

･57017030001036216

4030500トウワエンジニアリング

(株)東和エンジニアリング 関東支店
048-648-7701支店長 本部将司

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－９７０－６
機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4399 ･69998010501022641

4030427トウワケイビホシヨウ

東和警備保障(株)
048-863-7465代表取締役 早坂直喜

埼玉県さいたま市南区別所２－７－１９
建物管理維持管理

･4104･4105･41066030001005790

4030887トーカイ

(株)トーカイ 八潮営業所
048-994-4340所長 吉本昌弘

埼玉県八潮市八潮１－１３－５
サービス維持管理

･5505･55998200001003544

4030688トーカンオリエンス

(株)トーカンオリエンス 埼玉営業所
048-650-6400営業所長 中川薫

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３－２０５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 サービス維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204 ･4903 ･55017011401010984

4030529トーケミ

(株)トーケミ 東部支店
03-5817-2025支店長 細川太郎

東京都台東区台東１－１９－２
試験・調査維持管理

･50995120001057064

4030450トースイ

トースイ(株)
03-5276-1101代表取締役 柴田達夫

東京都千代田区平河町１－７－７
機械器具保守点検維持管理

･4305･43082010001024581

4030467トーテツクアメニテイ

トーテックアメニティ(株) 東京事業所
03-5657-3200事業所長 田中良典

東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング１７階
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･52017180001038759

4030526トーニチ

(株)トーニチ
048-644-7417代表取締役 澤田明

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４０２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4108･4199 ･4201･4203･4204･4205･4209･4299 ･4306･4307･4399 ･69994030001006007

4031224トーニチ

(株)トーニチ
048-644-7417代表取締役 澤田明

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４０２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001006007

4030417トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
03-6213-1000代表社員 國井泰成

東京都千代田区丸の内３－２－３ 丸の内二重橋ビルディング
試験・調査 電算業務 維持管理その他維持管理

･5002 ･5201･5299 ･69995010405001703
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4030577ドーン

(株)ドーン
078-222-9700代表取締役 宮崎正伸

兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 三宮グランドビル５階
電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･54059140001018622

4031386トキワコウギヨウ

常盤工業(株) 関東支店
048-952-3755執行役員支店長 福岳雄一郎

埼玉県三郷市中央２－４０－４
土木施設維持管理維持管理

･57012010001024490

4030384トクサンエンジニアリング

特産エンジニアリング(株)
047-457-6422代表取締役 北村五郎

千葉県船橋市大神保町１３５７－４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理

･4111･4199 ･4204･4209 ･55015040001018058

4031300トクサンエンジニアリング

特産エンジニアリング(株)
047-457-6422代表取締役 北村五郎

千葉県船橋市大神保町１３５７－４
土木施設維持管理維持管理

･5702･57045040001018058

4030280トグチコウギヨウ

(有)戸口工業
0493-65-0601代表取締役 長﨑政道

埼玉県比企郡ときがわ町玉川４６２１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4104･4106･4107･4109･41
10･4199

･4201･4203･4204･4205･4206･4208･420
9･42993030002097896

4030433トシカンキヨウケイカクケンキユウシヨ

(株)都市環境計画研究所
03-3861-4090代表取締役 大竹直子

東京都千代田区岩本町３－２－１
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51993010001024944

4030165トシカンキヨウセイビ

都市環境整美(株) さいたま営業所
048-525-3552所長 松野昌一

埼玉県熊谷市弥生２－４４
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4205･4299 ･43996011101014452

4031239トシカンキヨウセイビ

都市環境整美(株) さいたま営業所
048-525-3552所長 松野昌一

埼玉県熊谷市弥生２－４４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046011101014452

4030349トシヨカンリユウツウセンター

(株)図書館流通センター
03-3943-2221代表取締役 細川博史

東京都文京区大塚３－１－１
学校等支援 計画策定 電算業務 サービス 維持管理その他維持管理

･4602 ･5199 ･5202･5204･5299 ･5501 ･69993010001005556

4031472トダカケンセツ

(株)とだか建設
048-829-9866代表取締役 富田俊介

埼玉県さいたま市南区別所７－９－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57046030001005816

4030457ドツドウエルビーエムエス

(株)ドッドウエルビー・エム・エス 大宮支店
048-662-5196支店長 武井崇浩

埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－１７９ スバル大宮ビル
機械器具保守点検維持管理

･4302･43994010001052465

4030642トツパンインサツ

凸版印刷(株) 大宮営業所
048-778-8538所長 刑部吉輝

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８７ 大宮西口大栄ビル４階
運送・運行 イベント・催事・広告 製作等 電算業務 文書管理維持管理

･4505 ･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4804･4805･4806･4808･4899 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5302･5303･5304･5305･53997010501016231

4030585トツパンフオームズ

トッパン・フォームズ(株) 埼玉営業所
048-822-1141所長 富山淳一

埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１
電算業務 文書管理 サービス維持管理

･5204 ･5304･5399 ･55014010401050341

4030321トナミジヨサンジヨ

となみ助産所
090-5804-1001代表者 利波美代子

埼玉県三郷市さつき平１－２－２－１０１
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499

4031136トベシヨウジ

(株)トベ商事
03-5902-3202代表取締役 戸部智史

東京都北区王子５－１０－１
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405･4499 ･5509･55994011501013460

4040036トミシヨウ

(有)富商 三郷営業所
048-999-5188所長 反町広太

埼玉県三郷市鷹野５－１８９
サービス維持管理

･55092012802004786
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4030823トヨタエルアンドエフサイタマ

トヨタＬ＆Ｆ埼玉(株) 越谷営業所
048-962-3181所長 小鷲好克

埼玉県越谷市谷中町３－３８－５
機械器具保守点検 サービス維持管理

･4399 ･55079030001061815

4030352トライグループ

(株)トライグループ
03-6684-1087代表取締役 平田友里恵

大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４
学校等支援 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･4699 ･4799 ･5499 ･5599 ･69999120901007577

4031199トランスコスモス

トランス・コスモス(株)
050-1751-8981代表取締役社長 奥田昌孝

東京都渋谷区東１－２－２０
イベント・催事・広告 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･5002･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･5512･5599 ･5801･5802･58993011001041302

4030509ドリームホツプ

(株)ドリームホップ
050-1741-7172代表取締役 椋野俊之

東京都千代田区飯田橋１－８－１０
健康・福祉サービス維持管理

･54991011101046260

4031110トレジヤーボツクス

(株)トレジャーボックス
048-782-6660代表取締役 木本忠将

埼玉県上尾市上１７２２－６
機械器具保守点検 製作等 電算業務維持管理

･4308･4399 ･4806 ･5201･5202･5203･52042030001062654

4040089トレンドデザイン

トレンドデザイン(株) さいたま事務所
048-851-8181所長 吉成香

埼玉県さいたま市中央区上落合８－１２－８－３０７
試験・調査 計画策定 維持管理その他維持管理

･5002･5004･5099 ･5101 ･69999050001017658

4030716ナイガイチズ

内外地図(株)
03-3291-0338代表取締役 五本木秀昭

東京都千代田区神田小川町３－２２
製作等 試験・調査 電算業務維持管理

･4802･4805･4806･4899 ･5099 ･5201･5202･5203･5204･52992010001025159

4031047ナイトウカンキヨウカンリ

内藤環境管理(株)
048-887-2590代表取締役 内藤岳

埼玉県さいたま市南区太田窪２０５１－２
建物管理 検査・測定維持管理

･4199 ･4901･4902･4903･4904･49996030001006120

4030833ナカザトケンセツ

中里建設(株)
0283-62-0272代表取締役 中里聡

栃木県佐野市栃本町１０５１
建物管理 機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4107･4199 ･4307 ･50996060001020812

4031314ナカシンゾウエン

(株)中新造園
048-986-5622代表取締役 中村恒見

埼玉県越谷市大間野町１－７０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001064515

4030657ナガタコウコク

長田広告(株)
0567-26-5251代表取締役 長田一郎

愛知県津島市東柳原町５－５－１
イベント・催事・広告 製作等 維持管理その他維持管理

･4703･4799 ･4805 ･69995180001097294

4030864ナガタシギヨウ

永田紙業(株)
048-583-2141代表取締役 永田耕太郎

埼玉県深谷市長在家１９８
建物管理 廃棄物処理 文書管理 サービス維持管理

･4101 ･4401･4402･4403･4405 ･5399 ･55091030001086043

4030848ナカニシセイサクシヨ

(株)中西製作所 北関東支店
048-667-1081支店長 清水建至

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１７７－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4204･4205･4206 ･4306･43993120001018349

4030926ナガヌマシヨウジ

長沼商事(株)
04-2947-8870代表取締役 長沼浩

埼玉県所沢市林１－３０６－７
廃棄物処理 サービス維持管理

･4402･4403 ･55099030001024730

4030804ナカネデザインジムシヨ

ナカネデザイン事務所
090-3499-7170代表者 中根秀一

埼玉県三郷市早稲田３－１０－１ アルデール三郷Ａ－４０６
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4703 ･4801･4802･4805･4806･4808･4809･489
9

4031503ナガノ

(有)ナガノ
048-951-4527代表取締役 飯島健二

埼玉県三郷市彦成１－２４７－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030002049466
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4030976ナカノアイシステム

(株)ナカノアイシステム 東京支店
03-6715-7586支店長 真壁智

東京都大田区西蒲田７－４４－７ 西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52045110001004348

4030694ナカノギジユツ

(株)中野技術
048-486-0271菅原広志

埼玉県新座市東北１－１４－１
製作等 試験・調査 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･4802･4899 ･5007･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5399 ･69992030001011685

4031044ナカバヤシ

ナカバヤシ(株) 東京本社
03-3558-1255本社長 淡路克浩

東京都板橋区東坂下２－５－１
建物管理 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4199 ･5201･5202･5203･5204 ･5302･5304･5399 ･69994120001086023

4031225ナカハラケンセツ

中原建設(株)
048-269-3310代表取締役社長 中原誠

埼玉県川口市柳崎５－２－３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001076474

4030974ナカムラシヨウボウカガク

(株)ナカムラ消防化学 東京営業所
03-5680-6823所長 家元昭

東京都葛飾区西亀有２－３６－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42096310001008856

4031256ナガモリ

(株)ナガモリ
048-269-2235代表取締役 藤原裕幸

埼玉県川口市北園町３５－１５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001074932

4030638ナカヤマハタキシヨウ

中山旗徽章
048-974-8719代表者 中山鉄雄

埼玉県越谷市北越谷３－９－９
製作等維持管理

･4809

4031349ナグラケンセツ

名倉建設(株)
048-982-2041代表取締役 名倉泰史

埼玉県吉川市栄町１４３２－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001065667

4030901ナシヨナルシヨウボウカガク

(株)ナショナル消防化学
048-526-0119代表取締役 山口寿人

埼玉県熊谷市上之２９１９－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42094030001085083

4031422ナナハチ

(有)七八
048-446-6478代表取締役 立石泰徳

埼玉県川口市江戸１－１３－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030002112407

4030799ナブアシスト

(株)ナブアシスト
027-253-1633代表取締役 望月明夫

群馬県前橋市元総社町５２１－８
機械器具保守点検 イベント・催事・広告 計画策定 電算業務維持管理

･4302 ･4701 ･5199 ･5201･5202･5203･5204･52991070001002376

4030727ナブコシステム

ナブコシステム(株) 越谷営業所
048-960-6933所長 廣田勝巳

埼玉県越谷市瓦曽根１－１－２３ パークマグノリア越谷１Ｆ
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42087010401021307

4030693ナリタコウキ

成田工機(株)
03-3608-2306代表取締役 成田哲規

東京都葛飾区金町６－７－１４
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4205･4207･4299 ･43991011801003627

4031179ナレツジマネジメントケアケンキユウジヨ

(株)ナレッジ・マネジメント・ケア研究所
03-6206-2422代表取締役 佐藤廣志

東京都中央区日本橋富沢町９－１９
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5102･51993010001159872

4030715ニシニホンスイドウセンター

(株)西日本水道センター 関東支店
048-783-7900支店長 鶴留勝己

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－８０１－２
試験・調査維持管理

･50047120001105366

4030756ニシハラカンキヨウ

(株)西原環境 北関東営業所
048-814-2750所長 前田真

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4108･4111･4199 ･4304･4307･43995010401023437
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4031419ニシハラカンキヨウ

(株)西原環境 北関東営業所
048-814-2750所長 前田真

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１
土木施設維持管理維持管理

･57045010401023437

4031421ニシヤマケンセツ

(株)西山建設
048-982-1472代表取締役 西山昌男

埼玉県吉川市皿沼２－５１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001065684

4031438ニシヤマトシカイハツ

西山都市開発(株)
049-261-1140代表取締役 西山忠

埼玉県ふじみ野市亀久保４－７－３３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001056194

4030953ニチイガツカン

(株)ニチイ学館
03-3291-2121代表取締役 森信介

東京都千代田区神田駿河台２－９
計画策定 電算業務 健康・福祉サービス サービス 電話勧奨維持管理

･5102･5199 ･5202･5204･5299 ･5402･5403･5406･5407･5408･5499 ･5501･5512･5599 ･5801･58993010001025868

4031461ニチエイコウギヨウ

(株)日栄興業 さいたま支社
048-799-2097支社長 濱野敢一

埼玉県さいたま市桜区栄和１－１２－１７－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001085105

4030913ニチマイ

(株)ニチマイ
03-6808-3170代表取締役 廣岡潤

東京都江戸川区中葛西４－１９－１４
電算業務 文書管理維持管理

･5204 ･5301･53995010001006197

4030940ニツカミクロン

日科ミクロン(株) 福祉のニッカ三郷営業所
048-958-7161所長 加藤裕幸

埼玉県三郷市早稲田３－８－１
健康・福祉サービス維持管理

･54081030001040116

4030742ニツカンサービス

(株)日環サービス
048-265-0695代表取締役 廣瀬進治

埼玉県川口市前川１－１４－１５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4205･4208 ･4601 ･4903 ･55015030001076635

4031410ニツカンサービス

(株)日環サービス
048-265-0695代表取締役 廣瀬進治

埼玉県川口市前川１－１４－１５
土木施設維持管理維持管理

･57035030001076635

4030781ニツク

(株)ニック 東京支店
03-5296-0677支店長 竹原達也

東京都千代田区神田鍛冶町３－７－４
電算業務維持管理

･5201･52036290001041026

4030722ニツクス

(株)ニックス
04-2954-9910代表取締役 荒井英郎

埼玉県狭山市入間川４－２５－３
学校等支援 イベント・催事・広告維持管理

･4601･4603 ･4701･4702･47995030001026549

4030977ニツケンセツケイソウゴウケンキユウシヨ

(株)日建設計総合研究所
03-5259-6080代表取締役 朝倉博樹

東京都千代田区飯田橋２－１８－３
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･51997010001007490

4030739ニツケンソウギヨウ

日建総業(株) 新座支店
048-424-4640支店長 山口博司

埼玉県新座市東北２－３４－１９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
08･4110･4111 ･4201･4203･4204･4205 ･4305･4307･4399 ･44015013301009489

4031351ニツケンソウギヨウ

日建総業(株) 埼玉支店
048-474-2211支店長 山口博司

埼玉県朝霞市浜崎３－１－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045013301009489

4030710ニツコウサービス

日興サービス(株)
048-421-9431代表取締役 山口徹

埼玉県戸田市笹目北町１４－１９
廃棄物処理維持管理

･4401･44025030001020568

4031450ニツコウサービス

日興サービス(株)
048-421-9431代表取締役 山口徹

埼玉県戸田市笹目北町１４－１９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57045030001020568
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4030911ニツコウツウシン

日興通信(株) 埼玉支社
048-644-6326支社長 杉山秀知

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１ 太陽生命大宮吉敷町
ビル６Ｆ

機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302･4303･4399 ･5201･5202･5203･52999010901015459

4030780ニツコクトラスト

(株)ニッコクトラスト
03-6861-4451代表取締役 若生喜晴

東京都中央区日本橋堀留町２－４－３
学校等支援 維持管理その他維持管理

･4603 ･69993010001025934

4030744ニツシンイリヨウシヨクヒン

日清医療食品(株) 北関東支店
048-600-2615支店長 佐藤信広

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
維持管理その他維持管理

･69999010001063474

4030627ニツシンコウハツ

日振工発(株) 東関東支店
03-3600-2722支店長 和田幸一

東京都葛飾区東金町６－２１－１６
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4107 ･44013011801003658

4030883ニツシンサンギヨウ

(株)日進産業 埼玉支店
048-956-9502支店長 前田浩志

埼玉県三郷市戸ヶ崎２９５４－１ クレストフォルム水元公園３１
０

建物管理維持管理

･4106･4107･41092010001053515

4030545ニツシンセフテイ

日伸セフティ(株)
03-5443-1717代表取締役 村松康弘

東京都港区芝４－１１－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4106 ･42075010001138206

4030791ニツシンデンシ

日神電子(株) 北関東支店
048-652-1765支店長 齋藤慶治

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５１５－２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42026010001006163

4030764ニツスイコン

(株)日水コン 埼玉事務所
048-836-3301事務所長 中松俊哉

埼玉県さいたま市南区白幡４－２３－１０ アクアビル
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4903･4999 ･5002･5004･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･5204･52993011101015783

4031400ニツスイコン

(株)日水コン 埼玉事務所
048-836-3301事務所長 中松俊哉

埼玉県さいたま市南区白幡４－２３－１０ アクアビル
土木施設維持管理維持管理

･57043011101015783

4031304ニツセイケンセツ

日清建設(株) 東部営業所
048-981-0203営業所長 早川明男

埼玉県吉川市吉川１－２８－８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001002517

4031082ニツセイコム

(株)ニッセイコム
03-5742-7354代表取締役社長 小林毅

東京都品川区大井１－４７－１ ＮＴビル
電算業務維持管理

･52032010701007547

4031339ニツソウエステイー

(株)日装エスティー
048-573-8293代表取締役 大和田裕一郎

埼玉県深谷市明戸６１４－６
土木施設維持管理維持管理

･57013030001086495

4030984ニツソウカンリ

ニッソウ管理(株)
048-661-2888代表取締役 湊洋久

埼玉県さいたま市北区宮原町４－２６－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4111･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4307 ･4401 ･4901･4902･4903･49042030001092973

4030559ニツタン

ニッタン(株) 北関東支社
048-799-2492支社長 佐藤謙成

埼玉県さいたま市南区別所３－１－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42093011001017236

4030637ニツチユウカンリ

日駐管理(株)
03-6667-0031代表取締役 池尾泰彦

東京都中央区日本橋堀留町１－５－１１
建物管理 維持管理その他維持管理

･4199 ･69991010001053251

4030720ニツテン

(株)日展 東京支店
03-3847-2060支店長 福岡功

東京都台東区東上野６－２１－６
イベント・催事・広告 製作等 計画策定維持管理

･4701･4702･4799 ･4801･4805･4899 ･51996120001068606
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4030777ニツトウカストデイアルサービス

日東カストディアル・サービス(株) 埼玉支店
048-788-4244支店長 安藤正義

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５ 太陽生命大宮吉敷町ビル
６Ｆ

建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9 ･4901･49029011401005058

4030943ニツトウコウユ

日東鉱油(有)
03-3601-2355代表取締役 鈴木勇

東京都葛飾区小菅３－１１－１２
検査・測定 維持管理その他維持管理

･4999 ･69992011802006017

4031405ニツトサンギヨウ

日都産業(株) 北関東営業所
048-661-6600所長 鈴木昌英

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－１
土木施設維持管理維持管理

･57039011301005570

4031111ニツポンエンドレス

日本エンドレス(株)
03-5383-6777代表取締役 成毛義光

東京都板橋区新河岸２－７－７
サービス維持管理

･55058011401007105

4030841ニツポンオーチスエレベータ

日本オーチス・エレベータ(株) 関東支店
048-643-0286支店長 鹿志村芳明

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ ニッセイ大宮桜木町
ビル５階

建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42079010001075825

4030270ニツポンカルミツク

日本カルミック(株)
03-3230-6753代表取締役 髙居隆章

東京都千代田区九段南１－５－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4106･4107 ･42058010001032991

4030851ニツポンジムキ

日本事務器(株) 関東信越支社
050-3000-1630支社長 米田哲也

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52046011001058120

4030893ニツポンジヨウホウサンギヨウ

日本情報産業(株)
03-3409-9411代表取締役 田島浩

東京都渋谷区渋谷３－１－４
電算業務 サービス維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･55011011001017799

4030658ニツポンセンパクヤクヒン

日本船舶薬品(株) 関東営業所
048-660-2271関東営業所長 飯沼誠一

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６３７－１
機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4301･4304 ･69997020001028081

4030668ニツポンツウウン

日本通運(株) 埼玉支店
048-822-0202支店長 入江浩

埼玉県さいたま市中央区下落合１０７９－１
廃棄物処理 運送・運行 イベント・催事・広告 文書管理維持管理

･4401 ･4501･4502･4506･4599 ･4702 ･53044010401022860

4030981ニツポンデンキ

日本電気(株) 関東甲信越支社
048-641-1411支社長 田口卓

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ シーノ大宮サウス
ウィング８階

建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202･4209 ･4302 ･5201･5202･5203･5204･52997010401022916

4030818ニホインシーク

(株)日本インシーク 埼玉支店
048-658-7373支店長 井関隆雄

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務 維持管理その他維持管理

･4903･4999 ･5003･5004･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･5204 ･69997120001040927

4030997ニホンアイビーエム

日本アイ・ビー・エム(株)
03-6667-1111代表取締役 山口明夫

東京都中央区日本橋箱崎町１９－２１
電算業務維持管理

･5201･52031010001128061

4031079ニホンイトミツク

(株)日本イトミック
03-3621-2121代表取締役 伊藤浩貴

東京都墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリーイーストタワー２
４階

機械器具保守点検維持管理

･43999010601041747

4030738ニホンウオーターテツクス

(株)日本ウォーターテックス
0480-43-3601代表取締役 佐藤亮

埼玉県幸手市緑台１－１９－１１
建物管理 サービス維持管理

･4102 ･5501･55035030001031508

4031059ニホンエムアイエー

(株)日本エム・アイ・エー
052-253-8896代表取締役 成田篤

愛知県名古屋市中区錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル４階
サービス 維持管理その他維持管理

･5512 ･69998180001005023
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4030881ニホンエレベーターセイゾウ

日本エレベーター製造(株)
03-3866-0266代表取締役社長 千足邦男

東京都千代田区岩本町１－１０－３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42078010001032926

4030686ニホンカンキヨウエイセイセンター

一般財団法人日本環境衛生センター
044-288-4896理事長 南川秀樹

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６
検査・測定 試験・調査 計画策定 維持管理その他維持管理

･4902･4999 ･5099 ･5199 ･69992020005010230

4030927ニホンカンキヨウクリアー

日本環境クリアー(株)
048-658-0111代表取締役 杉山英司

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 サービス 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
08･4109･4111･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･4305･4306･4307･4399 ･5501･5503 ･69992030001006446

4031277ニホンカンキヨウクリアー

日本環境クリアー(株)
048-658-0111代表取締役 杉山英司

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
土木施設維持管理維持管理

･5703･57042030001006446

4030700ニホンカンキヨウコウガクセツケイジムシヨ

(株)日本環境工学設計事務所 埼玉事務所
048-658-7221所長 山本浩史

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１５４ 奥山ビル２階
検査・測定 計画策定 維持管理その他維持管理

･4903･4999 ･51991010001032965

4030992ニホンカンキヨウビルテツク

(株)日本環境ビルテック 戸田営業所
048-431-1223営業所長 大石貴裕

埼玉県戸田市喜沢２－４０－９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4109･41
99

･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209･4299 ･4601･4602･4603 ･4901･4903 ･55016013301022656

4030735ニホンカンキヨウマネジメント

日本環境マネジメント(株)
048-834-5511代表取締役 片山安茂

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１２－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定 文書管理 サービス維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106･4109 ･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4901･4903 ･5302･5304･5399 ･55019030001002983

4031367ニホンカンキヨウマネジメント

日本環境マネジメント(株)
048-834-5511代表取締役 片山安茂

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１２－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001002983

4030749ニホンカンザイ

日本管財(株) 埼玉支店
048-729-5035支店長 浦川剛

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107 ･4201･4203･4204･4208･42099140001069797

4031130ニホンキシヨウキヨウカイ

一般財団法人日本気象協会 事業本部
03-5958-8179事業本部長 辻本浩史

東京都豊島区東池袋３－１－１
機械器具保守点検 検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4304･4399 ･4901･4902･4903･4999 ･5003･5006･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･52044013305001526

4030602ニホンキユウシヨク

日本給食(株)
03-3652-6251代表取締役 萩原和大

東京都江戸川区中央１－１６－１９
学校等支援維持管理

･4601･46038011701006021

4030800ニホンクウチヨウサービス

日本空調サービス(株) 埼玉営業所
048-779-8185所長 島田康行

埼玉県上尾市本町３-３-５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107 ･4203･4204 ･43066180001002699

4031446ニホングリーンキカク

(株)日本グリーン企画
048-572-8441代表取締役 武蔵憲二

埼玉県深谷市人見４７９－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001086492

4031021ニホンケアーシステム

(株)日本ケアーシステム
048-286-1188代表取締役 笹澤義明

埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２７
健康・福祉サービス維持管理

･54998030001073191

4030995ニホンケンポ

日本健保(株)
06-6903-2008代表取締役 山本剛

大阪府門真市柳田町４－１７
計画策定 健康・福祉サービス 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･5199 ･5401･5406･5407･5499 ･5801 ･69994120001164209

4030682ニホンコウエイ

日本工営(株) 北関東事務所
048-647-8411所長 馬場貴志

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903 ･5002 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･52042010001016851
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4031402ニホンコウエイ

日本工営(株) 北関東事務所
048-647-8411所長 馬場貴志

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042010001016851

4030518ニホンコウデンコウギヨウ

日本光電工業(株) 北関東支店
048-861-6971支店長 那須功

埼玉県さいたま市南区根岸３-１６-１７
機械器具保守点検維持管理

･43012011101016254

4030979ニホンコクミンシヨク

日本国民食(株)
03-6861-4499代表取締役 市川敏一

東京都中央区日本橋堀留町２－４－３
学校等支援維持管理

･46018120001135239

4030920ニホンコンピユータダイナミクス

日本コンピュータ・ダイナミクス(株) パーキング
システム事業部 03-5437-1031パーキングシステム事業部長 中根純一

東京都品川区西五反田４-３２-１
建物管理 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4102･4199 ･4399 ･5201･5203･52992010701007869

4040083ニホンサイジ

日本催事(株)
047-346-3725代表取締役 浜野久美

千葉県松戸市横須賀２－１８－１２
イベント・催事・広告維持管理

･4701･47022040001036450

4030952ニホンサポートサービス

(株)日本サポートサービス
03-3291-6943代表取締役 海瀬光雄

東京都千代田区神田駿河台２－９ 駿河台フジヴュービル
電算業務 文書管理 健康・福祉サービス サービス 電話勧奨維持管理

･5202･5204 ･5302･5304 ･5401･5406･5499 ･5501 ･5801･58995010001025874

4031041ニホンサンサイクル

日本サンサイクル(株)
03-3639-4911代表取締役 内田勉

東京都中央区日本橋蛎殻町１－７－９
維持管理その他維持管理

･69999010001062105

4030980ニホンシステムギジユツ

日本システム技術(株)
06-4560-1050代表取締役社長 平林武昭

大阪府大阪市北区中之島２－３－１８
計画策定 電算業務 健康・福祉サービス 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5401･5406･5499 ･5801･5899 ･69993120001072817

4030796ニホンジドウドア

日本自動ドア(株) 埼玉営業所
048-761-6101係長 髙橋克行

埼玉県春日部市南栄町８－６
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42084011201004116

4030890ニホンジヨウホウシステム

日本情報システム(株)
04-2958-2221代表取締役 肥沼佑樹

埼玉県狭山市狭山台４－２２－２
機械器具保守点検 製作等 電算業務 サービス維持管理

･4302 ･4806 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･55017030001026539

4031424ニホンシヨクブツエン

日本植物園(株)
048-683-7077代表取締役 野崎隆平

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８２７－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001006553

4030632ニホンジンジシケンケンキユウセンター

公益財団法人日本人事試験研究センター
03-5363-9161代表理事 千葉恭裕

東京都新宿区片町４－３ 曙橋ＳＨＫビル
試験・調査維持管理

･50019011105004843

4030605ニホンスイエイシンコウカイ

(株)日本水泳振興会 川越支店
049-224-1800支配人 小田川栄喜

埼玉県川越市今成１－１４－４
建物管理維持管理

･4101･4102･4103･41048011201004104

4030454ニホンスイコウコンサルタント

(株)日本水工コンサルタント 東部営業所
048-753-1477所長 今西太一

埼玉県春日部市下蛭田３３４－１６
試験・調査 計画策定維持管理

･5004･5099 ･5101･51995030001010008

4030266ニホンスイドウカンロ

日本水道管路(株) 埼玉営業所
048-783-4967所長 富田壮泰

埼玉県さいたま市大宮区土手町３－１３４－１ パークサイドヒル
大宮２０５号

試験・調査維持管理

･50044370301001061

4030639ニホンスタンドコウユ

日本スタンド鉱油(株)
03-3650-9767代表取締役 長瀬英次

東京都葛飾区柴又６－３－６
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4107 ･44014011801003657
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4040055ニホンステリ

日本ステリ(株)
03-3292-1610代表取締役社長 酒井一也

東京都千代田区神田錦町１－１９－１ 神田橋パークビル
維持管理その他維持管理

･69996010001033793

4030845ニホンソクチセツケイ

日本測地設計(株) 埼玉支店
048-648-9993支店長 上原公彦

埼玉県さいたま市大宮区下町２－３１－３
電算業務維持管理

･5201･5203･52042010901009013

4030692ニホンチヨウリキ

日本調理機(株) 埼玉営業所
048-653-8251営業所長 小澤真一

埼玉県さいたま市北区土呂町２－７３－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42998010801009041

4030834ニホンツウシンシ

日本通信紙(株) 埼玉出張所
048-642-5532所長 加藤朋徳

埼玉県さいたま市大宮区土手町３－１３４－１ パークサイドヒル
大宮２０５

機械器具保守点検 試験・調査 電算業務 文書管理維持管理

･4302 ･5002･5099 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･53047010501010507

4030184ニホンデーターサービス

日本データーサービス(株) さいたま事務所
048-762-6137所長 松山正弘

埼玉県さいたま市浦和区本太２－２９－６ クレイル浦和２０２号
室

試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101 ･5201･5202･5203･52049430001020986

4030817ニホンデンギ

日本電技(株) 東京本店
03-5624-1000東京本店長 岡崎功

東京都墨田区両国２－１０－１４
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･42031010601021483

4030762ニホンデンシケイサン

日本電子計算(株)
03-5210-0172執行役員公共事業部長 野上裕司

東京都千代田区九段南１－３－１
試験・調査 電算業務維持管理

･5002 ･5201･5202･5203･5204･52992010601038584

4031175ニホントータルテレマーケテイング

日本トータルテレマーケティング(株)
03-6730-0001代表取締役 森真吾

東京都渋谷区渋谷３－１２－１８
建物管理 イベント・催事・広告 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･4701･4703･4799 ･5201･5202･5204･5299 ･5501･5599 ･5801･5802･58994011001045013

4031035ニホントシギジユツ

日本都市技術(株) 埼玉事務所
048-823-7281所長 保坂茂

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･51996010001081074

4030771ニホンノウリツキヨウカイ

一般社団法人日本能率協会
03-3434-6617会長 中村正己

東京都港区芝公園３－１－２２ ＪＭＡビル
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5199 ･5201･52039010405010353

4030763ニホンノウリツキヨウカイソウゴウケンキユウシヨ

(株)日本能率協会総合研究所
03-3578-7500代表取締役 譲原正昭

東京都港区芝公園３－１－２２
試験・調査 計画策定維持管理

･5002･5099 ･5101･5102･51995010401023057

4031292ニホンハイウエイサービス

日本ハイウエイ・サービス(株) 埼玉営業所
048-758-7679埼玉営業所長 宮入崇

埼玉県さいたま市岩槻区平林寺西３６６－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043011101049682

4031034ニホンビジネスデータープロセシングセンター

(株)日本ビジネスデータープロセシングセンター
078-332-0871代表取締役 池惠二

兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９
電算業務 サービス維持管理

･5201･5202･5203･5299 ･5501･55998140001012270

4030707ニホンビソウ

日本美装(株)
048-822-1341代表取締役 野口重信

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１４－６
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4305･4306･4307 ･55014030001006337

4040011ニホンビルシステム

日本ビルシステム(株) 上尾支店
048-782-5045支店長 小野崎翔太

埼玉県上尾市柏座２－１０－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 学校等支援 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09

･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209 ･4305･4306 ･4601･4603 ･49041050001033299

4030978ニホンヒンシツホシヨウキコウ

一般財団法人日本品質保証機構
03-4560-9001理事長 小林憲明

東京都千代田区神田須田町１－２５
機械器具保守点検 維持管理その他維持管理

･4301･4399 ･69999010005016585
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4031028ニホンフードキヤスト

(株)日本フードキャスト
03-5928-5886代表取締役 山田稔

東京都豊島区東池袋３－２０－３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 学校等支援 検査・測定維持管理

･4101･4102･4103･4106･4199 ･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209･4299 ･4601･4602･4603 ･4901･49033013301032385

4030944ニホンブツカー

(株)日本ブッカー
042-483-2253代表取締役 倉田聡

東京都調布市深大寺北町２－４３－６
電算業務 サービス維持管理

･5204 ･55998010001062460

4030789ニホンプラントケンセツ

(株)日本プラント建設
03-3635-2220代表取締役 渡邊厚史

東京都江東区高橋１３－１５
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4205 ･43051010601023562

4030277ニホンボーザイコウギヨウ

(株)日本ボーサイ工業 埼玉支店
04-2941-6600支店長 田渕功輝

埼玉県所沢市上新井２－５３－１
維持管理その他維持管理

･69999012401001286

4031185ニホンムセン

日本無線(株) 埼玉営業所
049-257-6279所長 恩田和哉

埼玉県ふじみ野市福岡２－１－１２
機械器具保守点検維持管理

･43993012401012867

4030685ニホンメデイカ

(株)日本メディカ
03-5388-9515代表取締役 益田純子

東京都日野市高幡５０７－４－４１３
電算業務 健康・福祉サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5203･5204 ･5406 ･5801･58998010901020930

4031009ニホンユニシス

日本ユニシス(株)
03-5546-4111代表取締役 平岡昭良

東京都江東区豊洲１－１－１
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52992010601029542

4031020ニホンリヨコウ

(株)日本旅行 埼玉支店
048-648-0111支店長 本間恒志

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２９
運送・運行維持管理

･45071010401023408

4030847ニホンレツプス

(株)日本レップス 埼玉営業所
048-687-7774所長 坂本茂

埼玉県さいたま市見沼区東門前３５－１ コスモセブン７－１０１
試験・調査維持管理

･5004･50996021001014543

4031500ニホンレツプス

(株)日本レップス 埼玉営業所
048-687-7774所長 坂本茂

埼玉県さいたま市見沼区東門前３５－１ コスモセブン７－１０１
土木施設維持管理維持管理

･5701･57036021001014543

4030827ニホンロウボウコンサルタント

(株)日本漏防コンサルタント 関東営業所
048-464-6695所長 勝進一

埼玉県和光市中央２－６－６
試験・調査維持管理

･50045480001003577

4031331ニホンロウボウコンサルタント

(株)日本漏防コンサルタント 関東営業所
048-464-6695所長 勝進一

埼玉県和光市中央２－６－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･57045480001003577

4031352ニホンロードメンテナンス

日本ロード・メンテナンス(株) 埼玉営業所
048-666-8966所長 越野洋一

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－４２７
土木施設維持管理維持管理

･5701･57034010401023355

4030972ニユータウンビルサービス

ニュータウンビルサービス(株)
048-255-8131代表取締役 後藤淳

埼玉県川口市青木１－２－９
建物管理 学校等支援維持管理

･4104･4106 ･4601･46038030001076707

4030649ニユービルメン

ニュービルメン(同) 埼玉支部
048-434-6180支部長 横山忠司

埼玉県戸田市上戸田４－３－４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4306 ･69998010505001534

4031126ニワコウギヨウシヨ

(株)丹波工業所
048-622-7311代表取締役 池田清

埼玉県さいたま市西区三橋５－１６２８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42045030001005362
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4030750ネクストアイ

Ｎｅｘｔ－ｉ(株) さいたま支店
048-667-8052代表 藤井文彦

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－６
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･52042400001001723

4030903ネツツトヨタヒガシサイタマ

ネッツトヨタ東埼玉(株)
048-268-1414代表取締役 飯塚素久

埼玉県川口市芝１－３８－１
サービス維持管理

･5507･55091030001076688

4030790ネツトワンシステムズ

ネットワンシステムズ(株)
03-6433-1724執行役員東日本第1事業本部長 辻晃治

東京都千代田区丸の内２－７－２ ＪＰタワー
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･52037010701007922

4030930ネモトセイソウ

(有)根本清掃
048-955-2466代表取締役 根本昭廣

埼玉県三郷市戸ケ崎４－２５６
廃棄物処理維持管理

･4401･4403･4404･44999030002049553

4030336ネンセイカイ

（医社）稔誠会 高橋レディースクリニック
048-950-1200理事 高橋立衣

埼玉県三郷市采女１－２３２
健康・福祉サービス維持管理

･54993030005006094

4031087ノヴアホールデイングス

ＮＯＶＡホールディングス(株)
03-5796-2777代表取締役 稲吉正樹

東京都品川区東品川２－３－１２
サービス維持管理

･5501･55022010001139553

4030897ノウギヨウケイエイケンキユウジヨ

(株)農業経営研究所
0466-53-8755代表取締役 中川光朗

神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１３－１１－１１０２
計画策定維持管理

･51999030002010630

4031056ノウミボウサイ

能美防災(株) 北関東支社
048-669-2255支社長 岩崎浩幸

埼玉県さいたま市北区本郷町２７２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42095010001008739

4030968ノーズデザイン

NoseDesign
090-3543-4998代表者 野瀬純一

埼玉県三郷市高州３－５３－２
製作等維持管理

･4801･4802･4805･4806

4030765ノガミ

(株)ノガミ 関東支店
0476-24-3218支店長 桐谷優

千葉県成田市並木町２２１
維持管理その他維持管理

･69996110001004553

4030872ノゾミゴト

(株)ノゾミゴト
048-949-6932代表取締役 髙野祐平

埼玉県三郷市早稲田２－１６－１
健康・福祉サービス維持管理

･54048030001134200

4040074ノムラコウゲイシヤ

(株)乃村工藝社
03-5962-1171代表取締役 榎本修次

東京都港区台場２－３－４
機械器具保守点検 イベント・催事・広告 製作等 計画策定維持管理

･4399 ･4701･4702･4799 ･4801･4802･4805 ･51994010401023652

4030955ハーヴエイ

ＨＡＲＶＥＹ(株) 東京支店
050-5491-4464支店長 山田光

東京都千代田区麹町２－４
建物管理 機械器具保守点検 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･4302･4399 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･5502 ･5801･5802･58991180001123913

4030006バーキン

(株)ＶＩＲＫＩＮ
048-971-9550代表取締役 関根淳

埼玉県三郷市幸房１６３－１
イベント・催事・広告 健康・福祉サービス維持管理

･4799 ･54041030001040355

4030939パーソルテンプスタツフ

パーソルテンプスタッフ(株) 新越谷オフィス
048-987-7444マネージャー 川名陽太

埼玉県越谷市南越谷１-１６-１２ 新越谷第一生命ビルディング４
階

建物管理 電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5202･5204･5299 ･5302･5303･5304 ･5501･5599 ･58021011001015010

4040078パーソルマーケテイング

パーソルマーケティング(株)
03-3356-6268代表取締役 高倉敏之

東京都新宿区新宿３－２７－４ 新宿御幸ビル
イベント・催事・広告 試験・調査 サービス 電話勧奨 維持管理その他維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･5001･5002･5007･5099 ･5501･5512･5599 ･5801･5899 ･69998011101017783
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4030766パーソルワークスデザイン

パーソルワークスデザイン(株)
03-6907-4481代表取締役 平林由義

東京都豊島区池袋２-６５-１８
電算業務 文書管理 サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5204･5299 ･5304 ･5501 ･58996011101016135

4030774パーソンアンドパーソンスタツフ

(株)パーソンアンドパーソンスタッフ
048-240-5717代表取締役 中里洋子

埼玉県川口市本町４－２－３
建物管理 健康・福祉サービス維持管理

･4102･4103 ･5407･54995030001078111

4030726ハートコーポレイシヨン

(株)ハートコーポレイション
029-226-8010代表取締役 若林立美

茨城県水戸市中央２－６－１０
サービス維持管理

･5502･55992050001002022

4030725ハートコーポレイシヨンシユトケン

(株)ハートコーポレイション首都圏
03-5645-2254代表取締役 若林恵子

東京都中央区東日本橋３－８－１－９０３
サービス維持管理

･5502･55997010001139623

4031098パートナーズワン

パートナーズ・ワン(株)
03-6452-8870代表取締役 西岡正樹

東京都港区芝公園２－９－３
建物管理 イベント・催事・広告 製作等 計画策定 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4103･4106 ･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806･4899 ･5101･5199 ･69996010401118343

4031228ハイクレー

(株)ハイクレー
0480-23-3809代表取締役 大川称三

埼玉県久喜市南５－４－４１
土木施設維持管理維持管理

･57033030001030866

4031517バイザー

バイザー(株)
052-485-7870代表取締役 井上正巳

愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９
電算業務 文書管理維持管理

･5201･5203･5299 ･53035190001027696

4031116ハイシヨクノフレアイキタカツシカテン

配食のふれ愛北葛飾店
048-951-5504代表者 中洲慎一

埼玉県三郷市戸ヶ崎３１４８-５ 戸ヶ崎ビル１号室
健康・福祉サービス維持管理

･5404

4031490ハイスイ

(株)はいすい
048-085-6822代表取締役 小林三晃

埼玉県久喜市菖蒲町新堀２５４３－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001034437

4030838ハガクレユウシン

葉隠勇進(株)
03-3457-3000代表取締役 大隈太嘉志

東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ
運送・運行 学校等支援維持管理

･4506 ･46015180001014753

4030713ハクジユウジハンバイ

白十字販売(株)
03-3981-7259代表取締役社長 國米正裕

東京都豊島区高田３－２３－１２
維持管理その他維持管理

･69999013301018346

4031036ハクトートータルサービス

(株)ハクトートータルサービス
0265-78-8340代表取締役 白鳥頼利

長野県上伊那郡南箕輪村８３６２－４
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4101･4102･4106･4107･4109 ･4401･4404･44998100002033187

4031083パシフイツクアートセンター

(株)パシフィックアートセンター
03-3552-5687代表取締役 及川正勝

東京都中央区新富２－８－１
イベント・催事・広告 維持管理その他維持管理

･4799 ･69996010001054501

4031090パシフイツクコンサルタンツ

パシフィックコンサルタンツ(株) 埼玉事務所
048-650-8611所長 稲見浩一

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－２３－１
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903 ･5002･5003･5004･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･5204･52998013401001509

4030989パスコ

(株)パスコ さいたま支店
048-654-2761支店長 伊賀辰夫

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ ＯＳセンタービル
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903･4906･4999 ･5002･5003･5004･5005･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･52995013201004656

4031253パスコ

(株)パスコ さいたま支店
048-654-2761支店長 伊賀辰夫

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ ＯＳセンタービル
土木施設維持管理維持管理

･5701･57045013201004656
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4031243ハセガワタイイクシセツ

長谷川体育施設(株) 埼玉営業所
048-861-3911所長 越智真之介

埼玉県さいたま市桜区西堀６－１－２０
土木施設維持管理維持管理

･57036010901009694

4031026パソナ

(株)パソナ パソナ・さいたま
050-3684-4500常務執行役員　人材派遣・ＢＰＯ　事

業本部　パブリック本部長 松永早苗

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル
イベント・催事・広告 試験・調査 サービス維持管理

･4701 ･5002 ･5501･5512･55991010001067359

4030914ハタノシステム

(株)ハタノシステム
03-5740-6261代表取締役 波多野裕一

東京都目黒区下目黒２－２３－１８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42017013201018555

4031057ハチオウ

(株)ハチオウ
042-625-4696代表取締役 森雅裕

東京都八王子市四谷町１９２７－２
廃棄物処理維持管理

･4401･4402･4405･44997010101003200

4031233ハチコウエン

(株)八廣園
048-296-3311代表取締役 渡邉進

埼玉県川口市西立野１８７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001076792

4031475ハツカリコウギヨウ

初雁興業(株) さいたま支店
048-838-1115支店長 小林貴紀

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１１－５ 三金県庁前ビル２階
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001055395

4031465ハヅキケンセツ

(株)葉月建設
048-929-5315代表取締役 吉田祐幸

埼玉県草加市谷塚上町４１３－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001038725

4030302ハツシユウ

(株)八州 北関東支社
048-640-5868支社長 齊藤勝幸

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－８２－１
計画策定 電算業務維持管理

･5101 ･52031010601035005

4031061ハツピークリーン

(株)ハッピークリーン
048-960-2511代表取締役 江藤幸人

埼玉県越谷市七左町７－２０２－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4106･4107･4108･4199 ･4203･4299 ･4305･4307 ･5004･50996030001065133

4031030ハツピーボニユウイクジソウダンシツ

はっぴー母乳育児相談室
090-2648-8636助産師 佐藤里実

埼玉県三郷市中央１－７－４ グランアベニューⅢ１０３号
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499

4030932パナソニツクエイジフリー

パナソニックエイジフリー(株)
06-6900-9831代表取締役 坂口哲也

大阪府門真市門真１０４８
健康・福祉サービス維持管理

･54035120001158234

4031093パナソニツクエルエスエンジニアリング

パナソニックＬＳエンジニアリング(株) 東京本部
03-3575-7043取締役本部長 秋月伸也

東京都港区東新橋１－５－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･4209･42993120001089786

4030836パナソニツクサンキシステムズ

パナソニック産機システムズ(株) 空調事業本部
03-6361-0281営業統括部長 直木俊成

東京都墨田区押上１－１－２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42038010501032913

4030888パナソニツクシステムソリユーシヨンズジヤパン

パナソニックシステムソリューションズジャパン(
株) 首都圏部門 03-5148-5469首都圏部門長 奥村康彦

東京都中央区銀座８－２１－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202･4209 ･4302 ･5201･5203･52993010001129215

4031252ハナゾノグリーンサービス

(株)花園グリーンサービス
048-584-4051代表取締役 竹花裕美子

埼玉県深谷市北根５１７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030001086113

4031380ハナブサケンチクセツケイジムシヨ

(有)英建築設計事務所
048-952-3107代表取締役 谷中英輝

埼玉県三郷市三郷１－３０－９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030002050902
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4030941ハナヨリダンゴ

合同会社花よりだんご
03-3802-6211代表社員 高橋亮輔

東京都荒川区荒川１－１１－２０
健康・福祉サービス維持管理

･54045010503003460

4030626パブリツクマネジメントコンサルテイング

(株)パブリック・マネジメント・コンサルティング
03-6456-4660代表取締役 鷲本晴吾

東京都品川区上大崎３－１－１ 目黒セントラルスクエア１５階
試験・調査 計画策定 電算業務 サービス維持管理

･5002･5099 ･5199 ･5202･5203･5204･5299 ･55995010401077904

4031217ハマシマ

(有)ハマシマ
048-955-3121代表取締役 浜島義彦

埼玉県三郷市鷹野５－５１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57047030002049621

4030191ハマダオート

(有)浜田オート
048-955-0453代表取締役 濱田一夫

埼玉県三郷市鷹野２－４４７
サービス維持管理

･55076030002049580

4031023ハマヤ

(株)浜屋
0493-24-5345代表取締役 小林茂

埼玉県東松山市下唐子１５９４
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401 ･55093030001071266

4030983ハラエンジニアリング

ハラエンジニアリング(株)
048-540-6815代表取締役 杉原正文

埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
維持管理その他維持管理

･69991030001062523

4031502ハラエンジニアリング

ハラエンジニアリング(株)
048-540-6815代表取締役 杉原正文

埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
土木施設維持管理維持管理

･5702･57031030001062523

4031324バンダイデンキコウギヨウ

(株)万代電気工業
048-852-7246代表取締役 三角喜久治

埼玉県さいたま市桜区中島２－２２－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001006828

4031257ハンノウセイソウセンター

(有)飯能清掃センター
042-973-3738代表取締役 齋藤実

埼玉県飯能市南町１３－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･57046030002119747

4030636ピーアンドテイー

(有)Ｐ＆Ｔ
047-300-7035代表取締役 丸茂雅弘

千葉県市川市北国分１－２－１９
製作等維持管理

･48094040002043799

4030870ビーエスエヌアイネツト

(株)ＢＳＮアイネット
025-243-0211代表取締役社長 南雲俊介

新潟県新潟市中央区米山２－５－１
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52995110001004686

4031201ビーエムエル

(株)ビー・エム・エル 埼玉第三営業所
03-6629-7386営業所長 吉田智

埼玉県さいたま市見沼区中川１１３８-５
検査・測定維持管理

･4901･4904･49997011001019237

4030965ビーコンラーニングサービス

(株)ビーコンラーニングサービス
03-6231-1670代表取締役 近藤雅人

東京都中央区日本橋茅場町２－２－１ 東石ビル３階
計画策定 サービス維持管理

･5199 ･55124010001160557

4030786ピーシーテレコム

(株)ピーシーテレコム
048-857-2361代表取締役 小川幸夫

埼玉県さいたま市中央区八王子２－２－１６
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 サービス維持管理

･4202 ･4302 ･5203 ･55013030001010273

4030776ビーネン

(株)ビーネン
03-6903-5447代表取締役 内野隆廣

東京都豊島区北大塚１-１９-１２ コルティス大塚６Ｆ
電算業務維持管理

･5201･52034013301039306

4031297ヒガシカワグチケンセツ

(有)東川口建設
048-296-3313代表取締役 渡邉早苗

埼玉県川口市西立野１８１－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030002106263
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4030470ヒガシニツポンデンシンデンワ

東日本電信電話(株) 埼玉事業部
0120-414-942執行役員埼玉事業部長 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･4202 ･4302 ･5201･5203 ･54058011101028104

4030730ヒガシニホンソウゴウケイカク

東日本総合計画(株)
048-615-1313代表取締役 樋口智彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－５
試験・調査 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5201･5202･5203･52043013301008369

4030925ヒガシニホンデンキコウギヨウ

東日本電気興業(株)
029-248-1231代表取締役 椎名隆文

茨城県水戸市酒門町４２２５－１０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4202 ･43997050001002083

4031096ヒガシニホンロウスイチヨウサ

東日本漏水調査(株) 北関東営業所
048-661-6220所長 松木貴洋

埼玉県さいたま市南区白幡６－８－２５－２０１
試験・調査維持管理

･50048390001015257

4030879ヒカリビジネスフオーム

光ビジネスフォーム(株) 千葉県営業所
04-7129-2216所長 桑原幸一

千葉県野田市七光台１７０
電算業務 文書管理維持管理

･5202･5299 ･53045010101003318

4040037ヒカルカンザイ

光管財(株) 埼玉支店
048-456-7885支店長 山崎恵子

埼玉県川口市西川口３－１４－１０ 小林ビル１階
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 学校等支援 維持管理その他維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4208･420
9･4299 ･4306･4308･4399 ･4601･4602･4699 ･69993011801011339

4031107ビコウ

(有)美光
048-726-6859代表取締役 宮﨑美子

埼玉県上尾市平方３０７４
廃棄物処理 イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4401 ･4701･4702･4799 ･48097030002057748

4030616ヒサトミジヨサンイン

久富助産院
090-2318-2693代表者 久富志保

埼玉県三郷市栄１－２６２－９
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499

4030931ビジネステツク

(株)ビジネステック
029-202-0005代表取締役 東屋敷貞男

茨城県ひたちなか市高場１－２－２５
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52996050001007018

4030684ビジネスランド

(株)ビジネスランド 草加支店
048-935-0200専務取締役草加支店長 細谷好正

埼玉県草加市金明町３１０
機械器具保守点検 製作等 電算業務維持管理

･4302･4303 ･4806 ･5201･5203･52996011801011352

4030671ビソーコウギヨウ

ビソー工業(株) 越谷支店
048-940-7822支店長 小原道生

埼玉県越谷市大泊７４９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 学校等支援維持管理
･4101･4102･4103･4104･4105･4106･41
07･4109･4111･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･4305･4306･4307･4399 ･4401･4499 ･4601･46992030001007106

4031408ビソーコウギヨウ

ビソー工業(株)
048-625-1691代表取締役 戸張四郎

埼玉県さいたま市西区西新井堤崎前５０５－１２１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001007106

4030719ヒタチシステムズ

(株)日立システムズ 関東甲信越支社営業本部第一
営業部 048-641-0731部長 松岡智広

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５
機械器具保守点検 電算業務 電話勧奨維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･58996010701025710

4030970ヒタチシヤカイジヨウホウサービス

(株)日立社会情報サービス 公共営業第２部
03-5471-2355部長 太田聡

東京都品川区南大井６－２６－３
電算業務維持管理

･5201･52033010601021713

4030768ヒタチセイサクシヨ

(株)日立製作所 北関東支店
048-647-0051支店長 上田充宏

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52997010001008844

4030849ヒタチビルシステム

(株)日立ビルシステム 関東支社
04-7168-5180支社長 小口辰広

千葉県柏市柏４－８－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4203･4207･4208 ･43062010001027031
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4030954ヒタチブツリユウカントウ

(株)日立物流関東 機工営業部
048-658-5133営業部長 新宅和彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１２－７
運送・運行維持管理

･4501･4502･45994030001016922

4031337ヒタチプラントサービス

(株)日立プラントサービス 関東支店
048-642-6471支店長 中岡浩人

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５ 大宮ＭＴビル５階
土木施設維持管理維持管理

･5702･57045013301030602

4031237ビツグバン

(株)ＢＩＧＢＡＮＧ
048-669-5035代表取締役 森道男

埼玉県さいたま市見沼区砂町２－３２－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001017048

4030778ビツグワールド

(株)ビッグワールド
03-3367-6818代表取締役 堀日出記

東京都中野区東中野１-４５-５ 日の出ビル３０２
イベント・催事・広告維持管理

･47011011201004589

4040015ピツニーボウズジヤパン

ピツニーボウズジャパン(株)
03-5657-1200代表取締役 スティーブン・ダラコット

東京都品川区北品川４－７－３５ 御殿山トラストタワー
機械器具保守点検維持管理

･43027010701008334

4031010ヒトワフードサービス

ＨＩＴＯＷＡフードサービス(株)
03-6738-6114代表取締役 嘉村浩

東京都港区六本木１－４－５ アークヒルズサウスタワー
学校等支援維持管理

･4601･46032010001096448

4031492ヒノデケンセツ

(株)日の出建設
048-982-5027代表取締役 瀧口日出夫

埼玉県吉川市小松川６２１－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001065706

4031353ヒノモトコーポレーシヨン

(株)日乃本コーポレーション
048-728-1850代表取締役 野本英幸

埼玉県北足立郡伊奈町内宿台３－６９
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57045030001043643

4030696ヒビノスペーステツク

ヒビノスペーステック(株)
03-5419-1576代表取締役社長 小林瑞夫

東京都港区海岸２－７－７０
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42025010401025103

4031418ヒビヤアメニス

(株)日比谷アメニス
03-3453-2401代表取締役 伊藤幸男

東京都港区三田４－７－２７
土木施設維持管理維持管理

･57032010401025205

4030802ヒマワリノイエ

(ＮＰＯ)ひまわりの家 障害者の生活・作業施設ひ
まわりの家 048-952-7806サービス管理責任者 高柳幸枝

埼玉県三郷市新和４－５６２－３
イベント・催事・広告 文書管理 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4799 ･5304 ･5499 ･69993030005006045

4031157ヒユーマントラスト

(株)ヒューマントラスト 営業本部
03-5764-1470本部長 渡辺恵三

東京都豊島区東池袋３-１-１ サンシャイン６０　２１階
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5001･5002･5099 ･5202･5204 ･5501･5502･5503･5512･5599 ･5802･58995010001027466

4031105ヒユーマンリソシア

ヒューマンリソシア(株)
03-6863-9962代表取締役 御旅屋貢

東京都新宿区西新宿７－５－２５
電算業務 文書管理 健康・福祉サービス サービス 電話勧奨維持管理

･5202･5203･5204 ･5303･5304･5399 ･5406 ･5501･5512･5599 ･5802･58996011101018180

4031193ヒヨウジドウ

表示灯(株) 東京支社
03-3797-4811執行役員東京支社長 佐合克典

東京都港区南青山５－１２－２２
イベント・催事・広告維持管理

･47037180001040070

4030784ビヨウジホイクヲツクルカイ

(ＮＰＯ)病児保育を作る会
047-401-0804代表理事 賀川祐二

千葉県船橋市咲が丘２－２５－３５
健康・福祉サービス維持管理

･54993040005003586

4030902ヒラサワコウギヨウ

(有)平澤興業
048-987-0830代表取締役 平澤良夫

埼玉県越谷市大間野町４－２１２－３
廃棄物処理 試験・調査維持管理

･4401･4402 ･50994030002087673
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4031309ヒラサワコウギヨウ

(有)平澤興業
048-987-0830代表取締役 平澤良夫

埼玉県越谷市大間野町４－２１２－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030002087673

4030898ビルテツク

(株)ビルテック 埼玉支店
049-256-7714支店長 朝日徹

埼玉県富士見市関沢１－５－２９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
8･4209 ･55018011001019814

4030683ビルメン

(株)ビルメン
048-822-9900代表取締役 林康晴

埼玉県さいたま市浦和区岸町４－３－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209 ･4305･43067030001007051

4030490ヒロソウギヨウ

広総業(株)
048-542-5936代表取締役 竹内順子

埼玉県鴻巣市本町２－１－７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4205･4299 ･43995030001061843

4031355ヒロソウギヨウ

広総業(株)
048-542-5936代表取締役 竹内順子

埼玉県鴻巣市本町２－１－７
土木施設維持管理維持管理

･5701･57045030001061843

4031046フエニツクス

(株)フェニックス
048-229-0600代表取締役 高柳太輔

埼玉県川口市西青木２－３－１１
建物管理 サービス維持管理

･4101･4102･4103･4104･4199 ･55018030001082052

4030892フエミニストカウンセリングトウキヨウ

(ＮＰＯ)フェミニストカウンセリング東京
03-3813-2285理事 河野貴代美

東京都文京区本郷１－３５－２８ メゾンドール本郷３０２号室
法規・相談事務維持管理

･56021010005006973

4031089フオレスト

(株)フォレスト
048-796-8039代表取締役 山本史生

埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１２４２－３
サービス維持管理

･55098030001115191

4030907フカノゾウエン

(株)深野造園
048-977-4128代表取締役 深野秀樹

埼玉県越谷市大沢１－１３－１１
維持管理その他維持管理

･69995030001064706

4031345フカノゾウエン

(株)深野造園
048-977-4128代表取締役 深野秀樹

埼玉県越谷市大沢１－１３－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001064706

4040032フキノトウ

ふきのとう
090-2460-1770代表者 野口奈保子

埼玉県三郷市中央５－３－１５
健康・福祉サービス維持管理

･5408

4030998フクシエンタープライズ

(株)フクシ・エンタープライズ 埼玉支店
048-541-8551支店長 井村雄介

埼玉県鴻巣市東１－１０－８
建物管理 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス維持管理

･4103･4104 ･4701 ･54079010601006031

4030625フクシマセイサクシヨ

(株)福島製作所 東京営業所
03-5767-6540所長 難波毅

東京都大田区大森北１－５－１
維持管理その他維持管理

･69999380001001430

4040002フクセン

福泉(株)
089-921-3132代表取締役 福泉秀人

愛媛県松山市雄郡１－１－３２
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52992500001003486

4030957フクヤマコンサルタント

(株)福山コンサルタント 埼玉営業所
048-729-6756所長 川路明典

埼玉県さいたま市大宮区宮町３-１１-３ 栗原ビル２階
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･52995290001016276

4031435フジカイハツ

不二開発(株) さいたま支店
048-799-0833支店長 牧野比呂志

埼玉県さいたま市岩槻区大戸１５３－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001031157
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4030788フジカロスイキ

フジカ濾水機(株) 川口営業所
048-225-2311営業所長 野口健次

埼玉県川口市元郷２－３－３２
機械器具保守点検維持管理

･43054013301010563

4030699フジカンキヨウ

(株)富士環境
0480-34-9927代表取締役 渡邉輝夫

埼玉県南埼玉郡宮代町須賀９９８－７
建物管理維持管理

･41095030001052000

4030617フジケンセツコウギヨウ

富士建設工業(株)
025-255-4161代表取締役 鳴海利彦

新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６
建物管理維持管理

･41103110001004787

4040035フジコウサン

不二興産(株) 埼玉支店
048-815-8307常務取締役埼玉支店長 渡部伸治

埼玉県さいたま市浦和区木崎３－２－７－１０１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199 ･4201･4203･4204･4205･4206･42093011101019124

4030644フジサンギヨウ

(株)不二産業
048-761-1131代表取締役 齋藤博美

埼玉県春日部市南栄町１８－７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4201･4203･4204･42059030001051428

4030859フジサンギヨウ

富士産業(株)
045-502-1828代表取締役 金子正史

神奈川県横浜市鶴見区平安町１－５９－８
検査・測定維持管理

･4901･4902･4903･49999020001018675

4031149フジサンギヨウ

フジ産業(株)
03-3434-8901代表取締役 久田和紀

東京都港区虎ノ門３－２２－１ 虎ノ門桜ビル
学校等支援維持管理

･4601･4603･46993010401026904

4040065フジシヨウカイ

不二商会(株)
048-223-1511代表取締役 澤村隆

埼玉県川口市朝日２－１０－５
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4106･4107 ･4304･43993030001077016

4030863フジシヨクヒンシヨウジ

富士食品商事(株)
049-267-7979代表取締役 後藤正之

埼玉県ふじみ野市上福岡２－６－１０
学校等支援維持管理

･4601･46034030001056852

4030812フジソウコウンユ

富士倉庫運輸(株)
03-5617-9224代表取締役 戸所邦弘

東京都江東区枝川１－１０－２２
運送・運行 文書管理維持管理

･4501 ･53022010601028164

4030326フジソクチ

富士測地(株) 八潮支店
048-998-0557支店長 清水利行

埼玉県八潮市二丁目５２－３
製作等 電算業務 維持管理その他維持管理

･4809 ･5202･5203･5204･5299 ･69994030001076925

4031024フジソフト

富士ソフト(株) 営業本部
050-3000-2739取締役執行役員営業本部本部長 森本真里

神奈川県横浜市中区桜木町１－１
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52992020001043507

4031109フジソフトサービスビユーロ

富士ソフトサービスビューロ(株)
03-5600-1731代表取締役 佐藤諭

東京都墨田区江東橋２－１９－７
製作等 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4806･4899 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･5599 ･5801･5802･58991010601027646

4030842フジタエンジニアリング

藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店
048-577-6113支店長 津久井敦

埼玉県熊谷市美土里町１－１４０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定維持管理

･4107 ･4201･4203･4205･4299 ･4304･4305･4307･4399 ･4901･4906･49996070001008237

4031452フジタエンジニアリング

藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店
048-577-6113支店長 津久井敦

埼玉県熊谷市美土里町１－１４０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046070001008237

4030755フジチチユウジヨウホウ

フジ地中情報(株) 東京支店
048-615-0237支店長 田中利明

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 維持管理その他維持管理

･4111 ･5003･5004 ･5201･5204 ･5503 ･69999010401086851
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4030915フジツウジヤパン

富士通Ｊａｐａｎ(株) 埼玉支社
048-641-1747支社長 大久保尚

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･5201･5202･5203･5204･52995010001006767

4040016フジツウゼネラル

(株)富士通ゼネラル 情報通信ネットワーク営業部
044-861-7786部長 新田洋司

神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･4302 ･5201･52036020001066941

4030792フジテコム

フジテコム(株) 東京支店
03-3865-2960支店長 山本裕司

東京都千代田区神田佐久間町２－２０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4299 ･4304 ･5003･5004 ･69994010001028242

4030787フジテツク

フジテック(株) 北関東支店
048-645-0480支店長 荒木秀之

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１-７５-１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42073160001009212

4031152フジデンキアイテイソリユーシヨン

富士電機ＩＴソリューション(株)
03-5817-5751代表取締役 及川弘

東京都千代田区外神田６－１５－１２
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52999010001087242

4031471フジドボクコウギヨウ

(株)富士土木興業
048-281-3180代表取締役 永沼義隆

埼玉県川口市江戸１－１６－５２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57041030001076936

4031123フジノエ

(株)藤江
03-5625-5811代表取締役 益子純子

東京都墨田区両国１－１０－７
学校等支援維持管理

･4601･46031010601005206

4030717フジビジネスサービス

富士ビジネス・サービス(株) 守谷営業所
0297-45-0011所長 梶山幸夫

茨城県守谷市立沢２１１５
電算業務 文書管理維持管理

･5299 ･53047011501008482

4031411フジピツトサービス

(株)フジピットサービス
048-653-7551代表取締役 齋藤聖次

埼玉県さいたま市北区宮原町４－６５－２８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001007469

4030779フジフイルムシステムサービス

富士フイルムシステムサービス(株) 公共事業本部
首都圏支店 03-6454-5601支店長 松尾浩一郎

東京都板橋区坂下１－１９－１
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･69992011401007325

4031516フジフイルムビジネスイノベーシヨンジヤパン

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
048-600-1523埼玉支社長 野崎寛之

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
機械器具保守点検 電算業務 文書管理維持管理

･4302･4303 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5302･5305･53991011101015050

4030772フジフイルムメデイカル

富士フイルムメディカル(株) 北関東支社
048-645-6001支社長 横尾宗一

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２４０
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4301 ･5201･5202･5203･52041010401069517

4030919フジヤマ

(株)フジヤマ 埼玉営業所
048-700-4851所長 鈴木直実

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－３６６－９
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4903･4999 ･5002･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･52048080401004709

4040082ブシユウコウツウコウギヨウ

武州交通興業(株)
042-325-8611代表取締役 鈴木総一

東京都国分寺市西恋ケ窪１－４５－１９
運送・運行維持管理

･4503･45049012401002623

4031496フソウ

(株)フソウ 埼玉営業所
048-884-8100所長 木田智大

埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１３－１０
土木施設維持管理維持管理

･5702･57049010001055694

4030737フソウコウギヨウ

扶桑工業(株)
048-757-6413代表取締役 中村幸満

埼玉県さいたま市岩槻区西原台２－１－１４３
イベント・催事・広告 維持管理その他維持管理

･4799 ･69995030001018158
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4030906フソウデンツウ

扶桑電通(株) 北関東営業所
048-646-0631所長 田中修

埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２ 大宮情報文化センター
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理

･4202 ･5201･52036010001055706

4030775フタバ

(株)双葉 埼玉営業所
048-815-5335所長 細川博彦

埼玉県さいたま市浦和区常盤１-３-９ ロイヤルプラザ常盤３１１
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002 ･5199 ･52029013301011540

4030712フタバカガクシヨウドク

(有)双葉化学消毒
048-472-6994代表取締役 大場修一

埼玉県志木市中宗岡１－４－２０
建物管理維持管理

･41097030002060264

4031298フタバコウギヨウ

双葉工業(株)
0480-62-7756代表取締役 山下太一郎

埼玉県加須市三俣１－４－２１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001032674

4030754ブツリユウカガクケンキユウジヨ

(株)物流科学研究所
048-887-3790代表取締役 北村文章

埼玉県さいたま市浦和区本太２-２-３６ ＳＵＮＣＲＥＳＴ３０２
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･51996030001012829

4031017フドウエン

不動園(株)
048-798-2741代表取締役 小山正男

埼玉県さいたま市岩槻区黒谷２３１０
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4199 ･44012030001018169

4031307フドウエン

不動園(株)
048-798-2741代表取締役 小山正男

埼玉県さいたま市岩槻区黒谷２３１０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001018169

4030770フミテツク

(株)フミテック
03-3451-4352代表取締役 村松司法

東京都港区芝浦２-１３-６
建物管理 検査・測定維持管理

･4109･4199 ･49031010401026088

4030956フユーチヤーイン

(株)フューチャーイン 東京支店
03-5434-7761支店長 川崎順一

東京都品川区西五反田８－７－１１ アクシス五反田ビル６Ｆ
機械器具保守点検 製作等 電算業務維持管理

･4302 ･4806 ･5201･5203･52043180001005325

4030961ブヨウドウ

(株)武揚堂
03-5704-7561代表取締役 小島武也

東京都中央区日本橋３－８－１６
製作等 試験・調査 電算業務 文書管理維持管理

･4802･4805･4899 ･5007･5099 ･5299 ･53036010001055739

4031172プラスエー

(株)プラス・エー
048-878-5505代表取締役 石田明

埼玉県さいたま市緑区大牧１２１６－４
建物付属設備運転・保守点検 イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4209･4299 ･4702･4799 ･4802･4805･4807･4809･4899 ･5007 ･69993030001105362

4030681フラワーキカク

(株)フラワー企画 総合備品レンタルセンター
048-975-0111取締役常務 小林義行

埼玉県越谷市神明町３－４１２
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4799 ･48096030001064738

4030634プランドウジヤパン

(株)プランドゥ・ジャパン
03-5470-4401代表取締役 矢田部修一

東京都港区芝大門２－３－６
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4809･4899 ･5002 ･5101･5199 ･5512･55993010401026516

4030691フルテツク

フルテック(株) 埼玉支店
048-858-5037支店長 成田卓哉

埼玉県さいたま市桜区栄和１－１４－８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42083430001013822

4030133フレアイキツサワセダ

ふれあい喫茶・早稲田
048-957-8205代表者 釣本秀俊

埼玉県三郷市早稲田３－１－２２
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499

4031167フレアイサロン

ふれあいサロン
048-955-0153代表者 鶴岡勝義

埼玉県三郷市高州１－３４８－１
健康・福祉サービス維持管理

･5407
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4030795ブレインサービス

(株)ブレインサービス
06-6543-2338代表取締役 桑原昌次

大阪府大阪市西区阿波座２-４-２３
電算業務維持管理

･5201･52032120001047175

4030936プロージツト

(株)Prosit
048-915-6488代表取締役 金成一弘

埼玉県三郷市幸房１３７－４
健康・福祉サービス維持管理

･54088030001101497

4030690ブロードリンク

(株)ブロードリンク
03-3516-8777代表取締役 榊彰一

東京都中央区日本橋室町４－３－１８ 東京建物室町ビル８階
廃棄物処理 電算業務維持管理

･4401･4405 ･5204･52995010001122597

4030839ブンカコウボウ

(株)文化工房
03-5770-7111代表取締役 三雲薫

東京都港区六本木５－１０－３１
イベント・催事・広告 製作等 電算業務維持管理

･4703･4799 ･4801･4805･4899 ･5202･52032010401025923

4031001ブンカシヤツター

文化シヤッター(株) 越谷営業所
048-965-9111所長 野口秀達

埼玉県越谷市赤山本町１１－１ Ｋ１ビル２Ｆ
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42993010001088907

4031085ヘイセイエンタープライズ

(株)平成エンタープライズ
048-487-7019代表取締役 田倉貴弥

埼玉県志木市本町５－２２－２６ ＨＥＧビル
運送・運行維持管理

･4503･4504･4507･45995030001048782

4030631ヘキサメデイア

(株)ヘキサメディア
048-494-9084代表取締役 野口克也

埼玉県川口市飯塚１－２－１１ 川口テラス２０１
試験・調査維持管理

･50991030001107518

4031288ベストグリーン

(株)ベストグリーン
048-568-1110代表取締役 水野貴詞

埼玉県鴻巣市北根１５２３－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001062490

4030242ベネツセコーポレーシヨン

(株)ベネッセコーポレーション 小中学校事業部
042-356-0127部長 小柳博崇

東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング
学校等支援 試験・調査維持管理

･4699 ･50991260001011820

4030949ベネフイツトワン

(株)ベネフィット・ワン
03-6870-3800代表取締役社長 白石徳生

東京都千代田区大手町２－６－２
サービス維持管理

･55998011001045281

4030826ベルキヤンバスチバ

(株)ベルキャンバス千葉
04-7134-7100代表取締役 佐藤至宏

千葉県柏市大青田１６２８－２５
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･47996040001066403

4030921ヘンゲ

ＨＥＮＮＧＥ(株)
03-6415-3660代表取締役 小椋一宏

東京都渋谷区南平台町１６－２８
電算業務維持管理

･5201･5203･52992011001034562

4031258ペンタフ

ペンタフ(株) 東京支店
045-642-8580東京支店長 小松慎太郎

神奈川県横浜市港北区新羽町４８５－５
土木施設維持管理維持管理

･57042120001144625

4031242ホウエイケンセツ

邦栄建設(株)
048-288-8800代表取締役 宮腰昇

埼玉県川口市安行吉岡１５７０－６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001077114

4031395ホウキエン

(有)宝亀園
048-988-0377代表取締役 小野寺勉

埼玉県越谷市南町１－２２－５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030002106795

4030946ボウジヨケンキユウシヨ

(株)防除研究所
0584-71-8811代表取締役 梅木厚生

岐阜県大垣市長沢町６－１７
サービス維持管理

･55066200001016498
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4030313ホウメイ

(有)鳳鳴 浜松営業所
053-542-3578営業所長 岩嵜歩

静岡県浜松市北区引佐町井伊谷３８７５－１
サービス維持管理

･55116140002027518

4030723ホーチキ

ホーチキ(株) 北関東支社
048-665-2057支社長 木田学

埼玉県さいたま市北区奈良町４８－３
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･4208･42093010701008973

4031423ホートー

(株)ホートー
049-245-9161代表取締役 栃原景春

埼玉県川越市下赤坂１８００－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001017278

4031163ボーネルンド

(株)ボーネルンド
03-5785-0860代表取締役 中西弘子

東京都渋谷区神宮前１－３－１２ ジブラルタ生命原宿ビル３階
イベント・催事・広告維持管理

･47013011001036624

4030894ホープ

(株)ホープ
092-716-1404代表取締役 時津孝康

福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５ ＭＧ薬院ビル
イベント・催事・広告 製作等 電算業務維持管理

･4701･4703 ･4802･4805 ･5201･5203･52993290001029577

4030373ホクエイデンキ

北英電気(株)
048-953-0128代表取締役 福原英章

埼玉県三郷市泉３－２－１８
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42013030001036995

4030659ホクシンエイゾウ

北辰映像(株)
048-810-5277代表取締役 樋口一雄

埼玉県さいたま市緑区三室２１９０－２
機械器具保守点検維持管理

･43996030001007630

4031200ホケンオフイスコクネ

保険オフィス古久根
048-959-0163代表者 古久根譲治

埼玉県三郷市彦成２－２５３－３
サービス維持管理

･5504

4030924ホケンカガクヒガシヒホン

(株)保健科学東日本
048-543-2130取締役社長執行役 真柴新一

埼玉県鴻巣市天神３－６７３
検査・測定維持管理

･49013030001062331

4030736ホケンシヨツプアイ

(株)ほけんショップアイ
048-563-2558代表取締役 福田喜彦

埼玉県羽生市西２－１４－２２
サービス維持管理

･55048030001033162

4030665ホシイリヨウサンキ

(株)星医療酸器 東京事業所
03-3899-8855所長 高橋康平

東京都足立区入谷７－１１－１２
建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理

･4206･4209 ･4903･49062011801011868

4030663ホシザキキタカントウ

ホシザキ北関東(株) 越谷営業所
048-969-5111所長 齋藤孝宏

埼玉県越谷市赤山本町３－３ 井上ビル４Ｆ
建物管理 機械器具保守点検維持管理

･4109 ･43996030001007713

4031104ボストン

(株)ボストン
03-5284-7578代表取締役 佐川康之

東京都足立区千住３－５ 小寺ビル４Ｆ
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･47994011801018077

4031054ホツカイドウチズ

北海道地図(株) 東京支店
03-5216-4833支店長 周藤利通

東京都千代田区平河町２－６－１ 平河町ビル
計画策定 電算業務維持管理

･5199 ･5201･5202･52044450001002888

4031208ホツトサロンラベンダー

ほっとサロンラベンダー
048-953-2640代表者 東由美子

埼玉県三郷市栄１－２５３
健康・福祉サービス維持管理

･5407

4030875ホツトピアサロン

ほっとピアサロン
090-9137-1130代表者 藤巻キヨ子

埼玉県三郷市早稲田７－１４－１５
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499



86頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

4030891ホツトライン

(株)ホット・ライン 埼玉営業所
048-444-3588所長 冨澤和幸

埼玉県戸田市下戸田１－１８－２６
イベント・催事・広告維持管理

･4701･4702･4703･47995013301011255

4030760ポニーコウギヨウ

ポニー工業(株)
06-6262-2451代表取締役 吉荒俊克

大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－３－６
機械器具保守点検維持管理

･43047120001089337

4030240ホノボノサロン

ほのぼのさろん
048-957-9376代表者 文字茂子

埼玉県三郷市早稲田４－２－４－１０１
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499

4031049ホマレデンチ

(株)ホマレ電池
03-3861-1921代表取締役 江原吉一

東京都千代田区神田佐久間町３－２１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42014010001029158

4030917ホリウチボウサイ

(株)堀内防災
04-7152-1601代表取締役 堀内茂希

千葉県流山市江戸川台東１－５２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42098040001039704

4031482ホワイトシユンセツコウジ

ホワイト浚渫工事(有) さいたま支店
048-859-2022支店長 中島慎吾

埼玉県さいたま市桜区下大久保１２００－１８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030002065117

4030667ホンシユウ

(株)本州
048-295-6826代表取締役 福重政数

埼玉県川口市東川口５－１０－３３
製作等 試験・調査 電算業務 文書管理維持管理

･4802･4806･4809･4899 ･5007 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･53999030001077167

4030824マーキユリーアシエンソーレ

マーキュリーアシェンソーレ(株) 首都圏支社
03-6659-2965支社長 新田孝則

東京都墨田区両国４－３６－６
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42071340001001400

4031039マーク

(有)マーク
053-482-8097代表取締役 森達也

静岡県浜松市西区入野町１６１１５－１５
サービス維持管理

･55119080402014350

4030650マイクロエレベーター

(株)マイクロエレベーター
03-5616-3725代表取締役 保田昌徳

東京都足立区綾瀬３－２５－１９
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42078011801011945

4030618マイクロフイツシユ

(株)マイクロフィッシュ 東京営業所
03-5282-2888所長 清山巧一

東京都千代田区神田三崎町１－１－１ ＨＬＣビル
試験・調査 電算業務 文書管理 健康・福祉サービス維持管理

･5002 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5301･5302･5399 ･5406･54995430001015957

4030862マイシステム

(株)マイシステム
025-240-8700代表取締役 伊田博

新潟県新潟市中央区笹口２－１２－１０
機械器具保守点検 電算業務 維持管理その他維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204 ･69998110001006275

4030042マイスカイコウツウ

マイスカイ交通(株)
048-950-6171代表取締役 白石広一

埼玉県三郷市早稲田８－３１－２０
運送・運行維持管理

･4503･45047030001037354

4030043マイスカイトラベルエージエンシー

(株)マイスカイトラベルエージェンシー
048-949-6891代表取締役 白石茂喜

埼玉県三郷市早稲田８－３１－１４
運送・運行維持管理

･4503･4504･45074030001108331

4031048マイタウンサービス

マイタウンサービス(株)
092-408-5641代表取締役 鹿野範昭

福岡県福岡市南区玉川町９－１２
サービス維持管理

･55036300001008527

4030620マイニチコウギヨウ

毎日興業(株)
048-642-1238代表取締役 田部井良

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２４４－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 文書管理維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4203･4204･4205･4207･4208･420
9･4299 ･53028030001007901
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4030748マエザワエンジニアリングサービス

(株)前澤エンジニアリングサービス 関東支店
048-255-1223支店長 加藤忠

埼玉県川口市仲町５－１１
機械器具保守点検維持管理

･43991030001082736

4031409マエザワエンジニアリングサービス

(株)前澤エンジニアリングサービス 関東支店
048-255-1223支店長 加藤忠

埼玉県川口市仲町５－１１
土木施設維持管理維持管理

･57041030001082736

4031346マエジマシヨクブツエン

(株)前島植物園
048-296-1726代表取締役 前島孝司

埼玉県川口市安行１１４０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･57032030001077198

4031308マエダドウロ

前田道路(株) 埼玉営業所
048-952-1221所長 山内浩祥

埼玉県三郷市谷口２２５－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046010701009184

4031279マシモケンセツ

真下建設(株) 蓮田支店
048-768-7285支店長 徳山良一

埼玉県蓮田市西新宿２－１１７
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001060412

4030721マチケン

(株)まち研
050-3786-5411代表取締役 仲洋美

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－４－１
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51999030002016710

4030751マチダセイソウシヤ

(株)町田清掃社
042-722-1973代表取締役 阿曽正長

東京都町田市木曽東２－６－１８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 維持管理その他維持管理

･4106･4107･4111 ･4203･4205 ･4307 ･4401 ･69992012301002366

4031373マチダセイソウシヤ

(株)町田清掃社
042-722-1973代表取締役 阿曽正長

東京都町田市木曽東２－６－１８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042012301002366

4030679マツイサポート

松井サポート
090-5217-4847代表者 松井恵子

埼玉県三郷市彦成１－７８－１
健康・福祉サービス維持管理

･5408

4031160マツクフアクトリー

(株)マックファクトリー
048-954-5640代表取締役 藤野勝久

埼玉県草加市旭町３－１－３
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4804･48998030001081137

4030747マツシタセツケイ

(株)松下設計
048-840-4118代表取締役 松下充孝

埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１２
試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51999030001007933

4030933マツダシヨウジ

(株)マツダ商事
048-954-6119代表取締役 松田泰明

埼玉県三郷市上彦名４１７－５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42098030001037015

4030734マツドビルカンリギヨウ

松戸ビル管理業(同)
047-367-4323理事長 関和秀

千葉県松戸市仲井町３－７
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･4203･42096040005005002

4030647マツムラデンキセイサクシヨ

(株)松村電機製作所 東京支店
03-3821-6161支店長 塚田暁

東京都台東区池之端２－７－１７ 井門池之端ビル
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42995010001007344

4031220マドカリヨクサン

(有)マドカ緑産
048-433-8223代表取締役 細淵慶

埼玉県戸田市上戸田４－１０－２０
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030002025258

4030964マブチシヨウジ

(株)馬渕商事
03-3278-0010代表取締役 馬渕祥正

東京都中央区日本橋１－１５－１ パーカービル
学校等支援 サービス 維持管理その他維持管理

･4601 ･5501 ･69997013201005578
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4030806マルイチウンユ

(株)マルイチ運輸
048-992-0922代表取締役 関田信光

埼玉県三郷市早稲田２－２０－１１
運送・運行維持管理

･4501･4502･4505･4506･45992030001037020

4031027マルシヨウ

(株)丸正
03-3606-0915代表取締役 深野光義

東京都足立区東綾瀬３－１１－１６
サービス維持管理

･55094011801012179

4031176マルシン

(有)丸新
048-981-2274代表取締役 今野勇

埼玉県吉川市三輪野江２３９３
廃棄物処理維持管理

･4401･44021030002090597

4031019マルゼン

(株)マルゼン 大宮支店
048-682-0171支店長 石垣祐敏

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－９０２
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201･4205･4206･4299 ･4305･4306･43993010501014528

4030861マルゼンユウシヨウドウ

丸善雄松堂(株) 経理・財務部
03-6367-6050部長 吉留政博

東京都港区海岸１－９－１８
学校等支援 イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定維持管理

･4602･4699 ･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4804･4805･4806･4808･4899 ･5001･5002･5003･5007･5099 ･5101･5102･51992010001034952

4031043マルツデンパ

(株)マルツ電波 関東支店
048-762-7612支店長 南英俊

埼玉県さいたま市緑区東浦和５ー９ー１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･4202･4203･42048210001003972

4030728マルビシギヨウセイチズ

(株)丸菱行政地図 さいたま営業所
048-776-9833所長 森永泰治

埼玉県さいたま市北区宮原町４－８３－７
製作等 試験・調査 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･4899 ･5007 ･5201･5202･5203･5204 ･5301･5302･5303 ･69999010501026435

4030773マルモデンキ

丸茂電機(株)
03-3252-0321代表取締役 丸茂英津子

東京都千代田区神田須田町１－２４
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42018010001029410

4040049マルワウンユキカン

(株)丸和運輸機関
048-991-1000代表取締役 和佐見勝

埼玉県吉川市旭７－１
運送・運行 維持管理その他維持管理

･4501 ･69998030001065742

4030853ミエチユウオウカイハツ

三重中央開発(株)
0595-20-1119代表取締役 平井俊文

三重県伊賀市予野鉢屋４７１３
建物管理 廃棄物処理 サービス維持管理

･4199 ･4401･4402･4499 ･55098190001008702

4030675ミコネツト

(ＮＰＯ)ＭｉＫＯねっと
048-959-5003理事 工藤トモ

埼玉県三郷市彦成４－４－１８－１０４
イベント・催事・広告 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4701 ･5499 ･69998030005006123

4030801ミザツク

(株)ミザック 川口支店
048-240-5333支店長 石崎靖彦

埼玉県川口市青木１-２２-２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4202･4203･4204･4205･4206･420
7･4208･4209･4299 ･4901･49031011501004545

4031038ミザツク

ミザック(株) 東京支店
03-6206-6900支店長 山崎慶祐

東京都千代田区内幸町１－３－３ 内幸町ダイビル８０３
建物管理 試験・調査維持管理

･4199 ･50991120001016214

4031276ミザツク

ミザック(株) 東京支店
03-6206-6900支店長 山崎慶祐

東京都千代田区内幸町１－３－３ 内幸町ダイビル８０３
土木施設維持管理維持管理

･57041120001016214

4030878ミサトオアシスカイ

(ＮＰＯ)三郷おあしす会
048-956-0065理事長 水脇照人

埼玉県三郷市鷹野４－４９１－２
健康・福祉サービス維持管理

･54994030005018238

4030905ミサトカンキヨウジギヨウ

三郷環境事業(株)
048-952-8538代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106 ･4403･44049030001037039
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4030555ミサトクリーンセンター

(株)三郷クリーンセンター
048-957-7531代表取締役 鈴木茂実

埼玉県三郷市半田２００
サービス維持管理

･55095030001040665

4030825ミサトコウギヨウ

(株)三郷興業
048-957-3001代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
建物管理 機械器具保守点検 廃棄物処理 検査・測定 サービス維持管理

･4101･4103･4106･4107･4108 ･4305･4307 ･4401･4402･4403･4405･4499 ･4903 ･55998030001037031

4031336ミサトコウギヨウ

(株)三郷興業
048-957-3001代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001037031

4031506ミサトシイシカイ

一般社団法人三郷市医師会
048-949-1100会長 青木成夫

埼玉県三郷市中央２－２０－７
健康・福祉サービス維持管理

･5401

4030553ミサトシゲンリサイクル

三郷資源リサイクル(同)
048-932-6052代表理事 猪俣道夫

埼玉県三郷市戸ヶ崎２３４５
サービス 維持管理その他維持管理

･5509 ･69999030005006080

4031507ミサトシシカイシカイ

三郷市歯科医師会
048-949-2100会長 今澤正夫

埼玉県三郷市谷口５４４
健康・福祉サービス維持管理

･5401

4031166ミサトシシテイカンコウジギヨウ

三郷市指定管工事業(同)
048-953-5607代表理事 濱島義彦

埼玉県三郷市茂田井大広戸添２４３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4107 ･4205 ･4307 ･50041030005005899

4031262ミサトシシテイカンコウジギヨウ

三郷市指定管工事業(同)
048-953-5607代表理事 濱島義彦

埼玉県三郷市茂田井２４３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030005005899

4031510ミサトシシヤカイフクシキヨウギカイ

(社福)三郷市社会福祉協議会
048-953-4191会長 山﨑利吉

埼玉県三郷市花和田６３８－１
建物管理 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4101･4102 ･5401･5407･5499 ･5503

4031509ミサトシシルバージンザイセンター

公益社団法人三郷市シルバー人材センター
048-952-0866理事長 松島健次

埼玉県三郷市花和田６３８－１
建物管理 文書管理 健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4106･4199 ･5304 ･5402･5407･5499 ･5508 ･6999

4030677ミサトシチイキカツドウエイヨウシカイ

三郷市地域活動栄養士会
048-953-0375代表者 沖みち代

埼玉県三郷市彦倉１－４
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499

4031140ミサトシノゾミノカイ

三郷市のぞみの会
048-956-5712代表者 水谷嘉秀

埼玉県三郷市高州１－３６２－７
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499

4030613ミサトシブンカシンコウコウシヤ

公益財団法人三郷市文化振興公社
048-959-9393副理事長 有田るみ子

埼玉県三郷市早稲田５－４－１ 三郷市文化会館内
建物管理 イベント・催事・広告 健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･4102･4103･4199 ･4701･4703･4799 ･5499 ･5599 ･69995030005005895

4031508ミサトシヤクザイシカイ

一般社団法人三郷市薬剤師会
048-953-8338代表理事 三浦明則

埼玉県三郷市谷口５４４
廃棄物処理 検査・測定 健康・福祉サービス維持管理

･4499 ･4901･4902･4903･4904 ･5401･5499

4030041ミサトシヨウガイガクシユウネツトワーク

(ＮＰＯ)みさと生涯学習ネットワーク
048-958-3840理事 水野守久

埼玉県三郷市彦成３－１０－１５－８０４
学校等支援 イベント・催事・広告 製作等 電算業務 健康・福祉サービス維持管理

･4699 ･4701･4702･4703･4799 ･4801･4805･4806･4899 ･5201･5203･5204･5299 ･5402･5403･5405･5407･5408･54998030005005918

4031412ミサトゾウエン

三郷造園(有)
048-952-2059代表取締役 宮田圭

埼玉県三郷市茂田井１５１５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030002049937
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4030676ミサトトラベル

(株)みさとトラベル
048-953-3333代表取締役 榎本隆雄

埼玉県三郷市彦川戸１－１８０－１
運送・運行維持管理

･4503･4504･45076030001037025

4030803ミサトフレアイサポート

(有)三郷ふれあいサポート
048-955-6137代表取締役 髙梨玲子

埼玉県三郷市高州２－２３－１０
健康・福祉サービス維持管理

･54028030002049975

4030697ミサトボウサイセツビ

(有)みさと防災設備
048-953-7453代表取締役 井上治彦

埼玉県三郷市彦川戸１－３３８－３
建物付属設備運転・保守点検 維持管理その他維持管理

･4209 ･69997030002049902

4030635ミサトワセダライフサポートネツト

(ＮＰＯ)三郷早稲田ライフサポートネット
048-934-5761理事 古賀史朗

埼玉県三郷市早稲田７－１－７
計画策定 健康・福祉サービス維持管理

･5102 ･54075030005017692

4030951ミズノ

美津濃(株) 東京支店
03-3233-7235スポーツ施設サービス事業部担当取締

役 山本睦朗

東京都千代田区神田小川町３－１
建物管理 機械器具保守点検 健康・福祉サービス維持管理

･4102･4103 ･4308 ･54994120001077559

4030689ミズノスポーツサービス

ミズノスポーツサービス(株)
06-6614-8136代表取締役 篠村嘉将

大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５
建物管理 機械器具保守点検 健康・福祉サービス維持管理

･4102･4103 ･4308 ･54991120001090341

4030973ミズホ

(株)三津穗
049-252-3481代表取締役 高野勉

埼玉県富士見市水子３０２３
維持管理その他維持管理

･69999030001046535

4031398ミズホ

(株)三津穗
049-252-3481代表取締役 高野勉

埼玉県富士見市水子３０２３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001046535

4031299ミズホケンセツ

瑞穂建設(同)
048-862-5566代表理事 池田茂

埼玉県さいたま市桜区道場１－８－２１－２Ｆ
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030005001781

4030828ミタニコンピユータ

三谷コンピュータ(株)
0776-67-8005代表取締役 後淳也

福井県坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１３
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52044210001004017

4030912ミツイキヨウドウケンセツコンサルタント

三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
048-647-7890所長 小林浩幸

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4901 ･5002･5099 ･5199 ･5201･5202･5203･52045011101020526

4030871ミツイジヨウホウ

三井情報(株) 広域第一営業本部東日本第一営業部
03-6376-1116部長 熱田交成

東京都港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー
電算業務 サービス維持管理

･5202･5203･5204･5299 ･55996010401078785

4030757ミツイワ

ミツイワ(株) 関東営業部
048-824-5911関東営業部長 猪俣元

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－４－１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202 ･4302･4303･4399 ･5201･5202･5203･5204･52999011001022577

4040012ミツバコミユニテイ

(株)みつばコミュニティ
03-3457-1101代表取締役 大隈太嘉志

東京都港区芝４－１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ
サービス維持管理

･55998011001092489

4040021ミツビシジユウコウレイネツ

三菱重工冷熱(株) 筑波営業所
029-842-8423所長 安達宣行

茨城県土浦市中村南６－５－３５
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42031010701015344

4030810ミツビシデンキ

三菱電機(株) 関越支社
048-600-5771支社長 高野則広

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
電算業務維持管理

･52024010001008772
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4030706ミツビシデンキビルテクノサービス

三菱電機ビルテクノサービス(株) 関越支社
048-650-1005支社長 永島徹

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4105･4106･41
99

･4201･4202･4203･4204･4205･4207･420
8･4209･4299 ･4305･4306･4307･4399 ･49995010001030412

4030866ミツビシデンキプラントエンジニアリング

三菱電機プラントエンジニアリング(株) 東日本本
部北関東営業所 048-648-7471所長 井澤美典

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３
建物付属設備運転・保守点検 電算業務維持管理

･4201･4202 ･52035010501020251

4030335ミツビシプレシジヨン

三菱プレシジョン(株) 営業本部社会・交通システ
ム事業部駐車場システム営業部 03-5531-8077部長 舘和嘉

東京都江東区有明３－５－７
機械器具保守点検維持管理

･43998010601032482

4031170ミツビシユーエフジエイニコス

三菱ＵＦＪニコス(株)
03-3811-3111代表取締役 石塚啓

東京都文京区本郷３－３３－５
維持管理その他維持管理

･69998010001000016

4031064ミツミネムセン

三峰無線(株) 北関東支店
048-685-6518支店長 山川一郎

埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－１３
建物付属設備運転・保守点検 試験・調査維持管理

･4202 ･50999010001017216

4040020ミツムラトシヨシユツパン

光村図書出版(株)
03-3493-2111代表取締役社長 吉田直樹

東京都品川区上大崎２－１９－９
製作等維持管理

･48082010701009444

4031430ミツワソウゴウケンセツギヨウ

三ツ和総合建設業(同) 埼玉東部営業所
048-740-6543所長 小林功人

埼玉県春日部市中央６－３－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57046030005000838

4031197ミドリコレクシヨン

みどりコレクション(株)
048-753-1551代表取締役社長 長谷川裕一

埼玉県春日部市南栄町１５－９
サービス維持管理

･55091030001052879

4030239ミドリノカゼフクシカイ

(社福)緑の風福祉会
048-959-1615理事長 大熊保彦

埼玉県三郷市半田１２１２-２
維持管理その他維持管理

･69997030005006066

4031449ミナトケンセツ

(株)ミナト建設
048-959-1853代表取締役 湊健

埼玉県三郷市彦成２－４１２－２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001039110

4030478ミナトコウカイケイ

(株)港公会計
03-6452-9079代表取締役 井上大輔

東京都港区西新橋２－２－２
計画策定 電算業務 サービス 維持管理その他維持管理

･5199 ･5201 ･5512 ･69997010401130058

4031074ミナミ

合同会社みなみ
048-951-1908代表社員 小野寺晃子

埼玉県三郷市半田６３６－５
健康・福祉サービス維持管理

･54024030003006938

4030474ミナミカントウヒノジドウシャ

南関東日野自動車(株) 松伏支店
048-993-2111支店長 榎本義晴

埼玉県北葛飾郡松伏町田島東１－２
サービス維持管理

･5504･5507･55095010401092060

4030714ミヤシタビルサービス

(株)宮下ビルサービス
048-269-2449代表取締役 今泉幸一

埼玉県川口市南前川２－２３－８
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107･4109 ･42034030001098291

4030966ミヤタケンチクコウギヨウ

宮田建築工業(株)
048-952-2056代表取締役 宮田剛

埼玉県三郷市岩野木１６５
製作等維持管理

･48092030001037029

4031357ミヤタケンチクコウギヨウ

宮田建築工業(株)
048-952-2056代表取締役 宮田剛

埼玉県三郷市岩野木１６５
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001037029
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4030612ミヤタサクセンコウギヨウシヨ

(有)宮田鑿泉工業所
048-952-1343代表取締役 宮田博

埼玉県三郷市谷口７７
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307 ･50055030002049879

4031063ミヤタシヨウジ

(株)ミヤタ商事
048-982-2755代表取締役 宮田勉

埼玉県吉川市高富１－２２－１４
建物管理 廃棄物処理維持管理

･4106･4107･4108 ･44012030001065756

4031235ミヤタシヨウジ

(株)ミヤタ商事
048-982-2755代表取締役 宮田勉

埼玉県吉川市高富１－２２－１４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001065756

4031305ミヤベゾウエンドボク

宮部造園土木(株)
048-982-3842代表取締役 宮部政夫

埼玉県吉川市土場３６６－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001066041

4030918ミラボ

(株)ミラボ
03-6821-8600代表取締役 谷川一也

東京都千代田区神田駿河台４－１－２ ステラお茶の水ビル８階
電算業務維持管理

･5201･5203･52997010001157823

4030614ミリオンガツキ

(株)ミリオン楽器 早稲田店
048-958-6011店長 三枝寛直

埼玉県三郷市早稲田４－６－１０
維持管理その他維持管理

･69992011801004806

4030353ムービーマネジメントカンパニー

(株)ムービーマネジメントカンパニー
03-5768-0821代表取締役 福山裕文

東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０ サウスコラム小林ビル
電算業務 文書管理維持管理

･5204 ･5301･5302･53994011001032639

4031132ムゲンアツプ

(株)ＭＵＧＥＮＵＰ
03-6265-0808代表取締役 伊藤勝悟

東京都新宿区新小川町４－１ ＫＤＸ飯田橋スクエア３階
電算業務 サービス維持管理

･5201 ･55011011101062480

4030835ムサシ

(株)ムサシ 北関東支店
048-640-5795支店長 池田哲郎

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ JA共済埼玉ビル９階
機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･52046010001058667

4030704ムサシコウハツ

ムサシ興発(株)
048-997-2915代表取締役 鴇田耕一

埼玉県八潮市木曽根５０６
運送・運行 サービス維持管理

･4504･4599 ･5507･55093030001036384

4031310ムサシコウハツ

ムサシ興発(株)
048-997-2915代表取締役 鴇田耕一

埼玉県八潮市木曽根５０６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001036384

4030660ムサシノカンキヨウセイビ

武蔵野環境整備(株)
048-831-9667代表取締役 小山昇

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－５－８
建物管理維持管理

･41087030001008248

4031236ムサシノカンキヨウセイビ

武蔵野環境整備(株)
048-831-9667代表取締役 小山昇

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－５－８ トキワビル
土木施設維持管理維持管理

･5702･5703･57047030001008248

4030908ムサシノキンゾク

武蔵野金属(株)
048-985-3992代表取締役 立花晋哉

埼玉県越谷市南越谷２－２８１７
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402 ･55092030001064873

4030091ムサシノコウギヨウ

ムサシノ工業(株)
048-965-5581代表取締役 山田勲

埼玉県越谷市新川町２－１７－３
製作等維持管理

･4805･4807･48994030001064871

4031445ムサシノコウギヨウ

ムサシノ工業(株)
048-965-5581代表取締役 山田勲

埼玉県越谷市新川町２－１７－３
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57044030001064871
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4030904ムサシノコンピユーターコンサルタント

(株)武蔵野コンピューターコンサルタント
042-974-2416代表取締役 井上隆

埼玉県飯能市八幡町３－１４
電算業務維持管理

･5201･5203･52997030001089387

4030674ムサシノブツリユウ

武蔵野物流(株)
048-953-1201代表取締役 千代田利光

埼玉県三郷市茂田井２２０
運送・運行 健康・福祉サービス維持管理

･4506･4599 ･54996030001037058

4030850ムサシビルクリーナー

(株)むさしビルクリーナー
048-833-8181代表取締役 坪井宣子

埼玉県さいたま市浦和区常盤３－３－９
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 検査・測定 サービス維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4199

･4201･4203･4204･4205･4206･4207･420
8･4209･4299 ･4306 ･4901･4903 ･55011030001008261

4030820ムサシリンシヨウケンサジヨ

(株)武蔵臨床検査所
04-2964-2621代表取締役 杉田宏充

埼玉県入間市上藤沢３０９－８
検査・測定維持管理

･49998030001027321

4040046ムトウ

(株)ムトウ 越谷支店
048-940-5280支店長 手塚健太郎

埼玉県越谷市弥生町１－６
機械器具保守点検維持管理

･43012430001016743

4030629ムラセシヨウテン

(株)村瀬商店
048-957-6777代表取締役 鈴木博司

埼玉県三郷市彦成１－２６５ 谷古宇荘３号
サービス維持管理

･55093030001097492

4030672メイキヨウデンキ

明協電機(株) さいたま営業所
04-2444-6182所長 中村圭一

埼玉県所沢市東所沢和田２－３８－２
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4101 ･4201･4202･4299 ･4304･43991010401029215

4030865メイセイブツリユウ

明成物流(株)
048-578-1221代表取締役 永田耕太郎

埼玉県深谷市長在家１９８
建物管理 廃棄物処理 文書管理 サービス維持管理

･4199 ･4401･4403 ･5399 ･55093030001086058

4040079メイテツカンコウサービス

名鉄観光サービス(株) さいたま支店
048-641-5388支店長 関野泰樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３
運送・運行 イベント・催事・広告 電話勧奨維持管理

･4507 ･4701･4799 ･58994180001033060

4031007メイデンエンジニアリング

(株)明電エンジニアリング 北関東支店
048-859-7032支店長 神谷光治

埼玉県さいたま市中央区下落合４－２３－１６
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4201 ･4304･4307･43991010701028239

4030846メイデンシヤ

(株)明電舎 北関東支店
048-711-1300支店長 藤野裕一郎

埼玉県さいたま市浦和区常盤９-２１-１４
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務維持管理

･4111 ･4201 ･4304･4399 ･52034010701009640

4031212メイデンシヤ

(株)明電舎 北関東支店
048-711-1300支店長 藤野裕一郎

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２１－１４
土木施設維持管理維持管理

･57044010701009640

4030782メイデンフアシリテイサービス

明電ファシリティサービス(株)
03-6420-7940代表取締役 椿原正浩

東京都品川区大崎２－８－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4111･4199 ･42999010701009644

4031379メイデンフアシリテイサービス

明電ファシリティサービス(株)
03-6420-7940代表取締役 椿原正浩

東京都品川区大崎２－８－１
土木施設維持管理維持管理

･57049010701009644

4030928メイホウ

(株)名豊
052-322-0071代表取締役 小池武史

愛知県名古屋市中区松原２－２－３３
試験・調査 計画策定 電算業務 健康・福祉サービス 電話勧奨維持管理

･5002 ･5101･5102･5199 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5401･5406･5499 ･5801･5802･58996180001041350

4030857メタウオーター

メタウォーター(株) さいたま営業所
048-615-0860所長 加藤裕宗

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３８－１
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 電算業務 サービス維持管理

･4111 ･4201･4202 ･4304 ･5201･5202 ･55038010401075293
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4040066メデイフオン

メディフォン(株)
03-6426-5451代表取締役 澤田真弓

東京都港区赤坂６－１４－２ 赤坂倉橋ビル３階
文書管理 維持管理その他維持管理

･5303 ･69996010401133086

4030821メデイブレーン

(株)メディブレーン
06-6946-1128代表取締役 小島啓太

大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４
検査・測定 電算業務 健康・福祉サービス サービス維持管理

･4999 ･5202･5204 ･5406･5499 ･55992120001090761

4031025メフオス

(株)メフォス
03-6234-7600代表取締役 岡田泰紀

東京都港区赤坂２-２３-１
学校等支援維持管理

･4601･46038010401093122

4030451メブキカード

(株)めぶきカード
029-227-7731代表取締役 星野貢

茨城県水戸市南町３－４－１２
維持管理その他維持管理

･69998050001001159

4031120モチヅキインサツ

望月印刷(株)
048-840-2111代表取締役 望月諭

埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８－３６
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 電算業務 文書管理維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4808･4899 ･5001 ･5202･5204･5299 ･5304･53057030001008446

4031362モトヤマケンセツ

本山建設(株) 三郷支店
048-949-0733三郷支店長 奈良亮平

埼玉県三郷市谷口３３３－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043011801012584

4040056モニツク

モニック(株)
048-984-0230代表取締役 佐藤欽哉

埼玉県吉川市中井２０－１
イベント・催事・広告 製作等維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･48997011501015826

4031205モモカ

(株)モモカ
048-999-5326代表取締役 尾崎由美

埼玉県三郷市彦江１－１９６－１
健康・福祉サービス維持管理

･54089030001040331

4031313モリタ

(株)モリタ
048-689-1122代表取締役 大野智

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１６２８－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57042030001008459

4030761モリタテクノス

(株)モリタテクノス 東日本営業部
047-457-2191部長 小林功

千葉県船橋市小野田町１５３０
維持管理その他維持管理

･69999120001132334

4031070モリヘイブタイキコウ

森平舞台機構(株)
03-3842-1621代表取締役 森健輔

東京都台東区花川戸２－１１－２
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･42995010501014014

4030732モリマツコウギヨウ

森松工業(株) 東京支店
03-5360-3551支店長 古池久晃

東京都新宿区新宿１ー２６ー６ 新宿加藤ビルディング４Ｆ
建物管理維持管理

･41073200001010256

4030822ヤオキンシヨウジ

ヤオキン商事(株)
03-3889-3555代表取締役 伊藤治光

東京都足立区足立４－２８－１０
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 イベント・催事・広告 サービス維持管理

･4101･4102･4103･4106 ･4201･4203 ･4701･4702 ･5507･55099011801012629

4040062ヤカ

(株)ヤカ
047-385-6111代表取締役 妻鹿吉晃

千葉県松戸市田中新田５－５
製作等維持管理

･4802･48052040001037110

4031261ヤクモゾウエン

(株)八雲造園
048-683-3112代表取締役 三枝和男

埼玉県さいたま市見沼区染谷１－２１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57049030001008527

4030745ヤクワ

(株)ヤクワ
04-7154-3989代表取締役 八鍬誠

千葉県流山市西深井１８０８
機械器具保守点検維持管理

･43991040001038472
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4031487ヤシオ

(有)八潮
048-996-0209代表取締役 小宮清秀

埼玉県八潮市浮塚２２９
土木施設維持管理維持管理

･57014030002048007

4031497ヤシオゾウエン

八潮造園(株)
048-996-8052代表取締役 小野寺馨

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根２８８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001036411

4030783ヤチホ

(株)ヤチホ 埼玉支店
04-2929-8771支店長 山田兼義

埼玉県所沢市荒幡２７７－８
電算業務 維持管理その他維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･69997011101021349

4030985ヤチヨエンジニヤリング

八千代エンジニヤリング(株) 関東センター
048-815-6070センター長 岡田巧

埼玉県さいたま市浦和区岸町７-１-７
検査・測定 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4903･4999 ･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･5201･5203･52992011101037696

4031221ヤノクチジコウ

矢野口自工(株)
03-3799-5861代表取締役 矢野口智一

東京都大田区城南島４－５－８
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041010801012043

4030733ヤマイチシヨウジ

(株)山一商事
049-220-1000代表取締役 松本大輔

埼玉県川越市下赤坂１８１２
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405 ･55097011601007005

4030938ヤマグチジヨサンジヨ

やまぐち助産所
090-7222-1886代表者 山口映子

埼玉県三郷市早稲田２－１１－１５
健康・福祉サービス維持管理

･5499

4031164ヤマザキカンコウ

(株)山崎管工
048-955-3449代表取締役 山崎伸幸

埼玉県三郷市鷹野２－２２１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4205 ･4307 ･50047030001037081

4031249ヤマザキカンコウ

(株)山崎管工
048-955-3449代表取締役 山崎伸幸

埼玉県三郷市鷹野２－２２１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001037081

4031364ヤマザキケンセツ

山崎建設(株)
048-964-3354代表取締役 山崎守

埼玉県越谷市越ヶ谷２－８－１２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001064924

4030571ヤマタケ

(株)やまたけ 三郷営業所
048-958-2381取締役三郷営業所長 横山盛信

埼玉県三郷市上彦名５２２
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405 ･55093011801012774

4030673ヤマダジヨサンジヨ

やまだ助産所
090-1736-6957助産師 山田加世子

埼玉県三郷市さつき平２－５－２－１０８
健康・福祉サービス維持管理

･5401･5499

4040022ヤマトキカク

(株)ヤマト企画
03-3981-8271代表取締役 山崎健治

東京都豊島区南池袋３－１８－４３ 内山ビル４階
電算業務維持管理

･5201･5202･52032013301012974

4030702ヤマトソツキジヨウホウセンター

(株)大和速記情報センター
03-5776-1155代表取締役 津田健司

東京都港区新橋５－１３－１
電算業務 文書管理維持管理

･5201･5203･5204 ･53055010401030061

4040040ヤマトリサーチ

ヤマトリサーチ(株)
0238-49-7722代表取締役 星野一弘

山形県米沢市中央４－２－９ 米沢銀座振興ビル２階
機械器具保守点検 試験・調査維持管理

･4307 ･50049390001014638

4030432ヤマハサウンドシステム

ヤマハサウンドシステム(株)
03-5652-3600代表取締役 武田信次郎

東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２
維持管理その他維持管理

･69993010001027922



96頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

4030698ヤマモト

(株)ヤマモト
0544-58-1780代表取締役 山本文洋

静岡県富士宮市山宮２３４４
建物管理 サービス維持管理

･4110 ･55118080101011897

4030950ヤルキスイツチキヤリア

(株)やる気スイッチキャリア
03-6845-4134代表取締役 川口肇

東京都中央区八丁堀２－２４－２
サービス維持管理

･5501･55025010001195107

4031084ヤンマーエネルギーシステム

ヤンマーエネルギーシステム(株) 東京支社
03-6733-4220取締役支社長 尾形宏仲

東京都千代田区外神田４－１４－１
建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4201･42037120001103691

4031006ユウ

(ＮＰＯ)游
048-945-0222理事 鈴木京子

埼玉県三郷市鷹野４-２３４-３
健康・福祉サービス維持管理

･54073030005007992

4030785ユーアールリンケージ

(株)ＵＲリンケージ 埼玉事務所
048-872-3055所長 髙島聡

埼玉県さいたま市南区南本町１－５－６
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701･4702･4703･4799 ･4801･4802･4805･4806 ･5002･5099 ･5101･5199 ･5501･55993010001088790

4030958ユウエイヴイシステム

(株)ユウ・エイヴィシステム
048-667-8883代表取締役 中田義和

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２６０－１０
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4202 ･43023030001008697

4031326ユーキケンコウ

(株)ユーキ建工
048-288-8080代表取締役 齋藤寧志

埼玉県川口市安行吉岡立ノ崎１５６０－１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048030001079750

4031363ユウシン

(有)友伸
048-969-5770代表取締役 中村正弘

埼玉県越谷市南越谷５－５－１１ レクセルグランデ新越谷４０２
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030002091570

4040052ユータイズ

(株)ユータイズ
03-6262-8696代表取締役 末吉広忠

東京都中央区新川２－１８－１０－９０１
電算業務 文書管理 健康・福祉サービス サービス 電話勧奨維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･5303･5304 ･5401･5406･5407･5499 ･5599 ･5801･58993010001183393

4030873ユーデイートラツクス

ＵＤトラックス(株) 越谷カスタマーセンター
048-986-2301カスタマーセンター長 宮川秀昭

埼玉県越谷市新越谷２－２００
サービス維持管理

･55078030001043599

4031376ユーデイケー

(株)ユーディケー
048-829-2911代表取締役 関根信次

埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57043030001010785

4031065ユーデイケーサービス

(株)ユーディケーサービス
048-839-8228代表取締役 守屋信幸

埼玉県さいたま市南区沼影１－８－１５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09 ･4201･4203･4204･4209 ･4903･49047030001008644

4030661ユウトケンセツ

(株)ユウト建設
03-3606-0411代表取締役 會野浩二

東京都足立区六木２－７－２１
サービス維持管理

･55093011801012857

4030948ユーロフインニホンカンキヨウ

ユーロフィン日本環境(株) 埼玉支店
048-669-2661支店長 小林郁

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１
検査・測定 試験・調査維持管理

･4901･4902･4903･4904･4999 ･50998020001022678

4030701ユーロフインニホンソウケン

ユーロフィン日本総研(株) 埼玉事業所
048-669-2663所長 長倉達男

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１
検査・測定維持管理

･4902･4903･49996080401003803

4030718ユスイブンリ

(株)油水分離
043-424-0647代表取締役 松田洋一

千葉県千葉市稲毛区山王町２１３－３
建物管理維持管理

･41072040001013292
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4030876ヨウジヨウカイ

(社福)養生会
048-949-0090理事長 立澤貞彦

埼玉県三郷市新和２－３７５
健康・福祉サービス維持管理

･5407･54081030005005908

4030743ヨコガワソリユーシヨンサービス

横河ソリューションサービス(株) さいたま支店
048-664-0836支店長 星野靖生

埼玉県さいたま市北区宮原町１－３１１－１
機械器具保守点検維持管理

･4304･43992012401013379

4030099ヨコハマウオーター

横浜ウォーター(株)
045-651-6100代表取締役 鈴木慎哉

神奈川県横浜市中区相生町６－１１３
計画策定 維持管理その他維持管理

･5199 ･69994020001086371

4030967ヨコハマキンゾクシヨウジ

横浜金属商事(株) 神奈川事業所
042-764-4581取締役 鈴木大輔

神奈川県相模原市中央区田名３６５６－４
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402 ･5509･55119021001016090

4031404ヨコヤマエンゲイ

(株)横山園芸
048-296-1989代表取締役 横山浩行

埼玉県川口市安行原２３０６
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57041030001077736

4030858ヨシカワスイドウサービス

吉川水道サービス(株)
028-678-9923代表取締役 吉川昭雄

栃木県宇都宮市峰１－１５－６ 渡辺ビル３F
試験・調査維持管理

･50043050001027299

4030831ヨシカワユシ

(株)吉川油脂
0283-66-2233代表取締役 吉川千福

栃木県佐野市飛駒町３８４５－３
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402 ･55091060001020841

4031455ヨシダコウキ

吉田工機(株) 関東支店
048-778-7510支店長 田中大文

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１８－１５ リラ第１ビル３Ｆ－
Ｂ

土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57048180001007671

4030708ヨシダシヨウドク

(株)ヨシダ消毒 大宮営業所
048-682-7755取締役 瀬尾正晴

埼玉県さいたま市見沼区南中野２２２
建物管理維持管理

･41097011601007194

4030934ヨシノジドウシヤ

(有)吉野自動車 三郷営業所
048-955-8888工場長 吉野信

埼玉県三郷市戸ケ崎３－７１０－２
サービス維持管理

･55072011802008376

4030552ヨマキサロン

よまきサロン
048-955-3952代表者 山嵜靜江

埼玉県三郷市鷹野５－３３６
健康・福祉サービス維持管理

･5407

4030578ヨロンカガクキヨウカイ

一般社団法人輿論科学協会
03-3401-1131代表理事 井田潤治

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－８－６
試験・調査維持管理

･50029011005000067

4030959ヨンカンジユウナナサロンノカイ

よんかん十七サロンの会
048-959-3629代表者 加藤純子

埼玉県三郷市彦成３－９－１０－１４０２
健康・福祉サービス維持管理

･5407･5499

4040013ライズソウゴウホウリツジムシヨ

弁護士法人ライズ綜合法律事務所
048-650-0001代表社員 田中泰雄

埼玉県さいたま市大宮区大門町１－１ ミナトビル５Ｆ
電話勧奨維持管理

･58023030005002985

4030709ライズフアクトリー

(株)ライズファクトリー
03-3288-0099代表取締役 戸田その子

東京都千代田区飯田橋２－１－４ 日東九段ビル６階
製作等維持管理

･4802･4805･48064010601042650

4030729ライテツク

(株)ライテック
03-5227-1850代表取締役社長 工藤晃久

東京都新宿区市谷船河原町１１
試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･5002･5099 ･5101･5199 ･5201･5202･5203･52997011101057995
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4030814ライフサポート

ライフサポート(株)
048-653-0111代表取締役 小林治夫

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－４０１－１
サービス維持管理

･55041030001008947

4031101ライフサポート

(有)ライフ・サポート 草加支店
048-793-5831支店長 長谷川孝一

埼玉県草加市金明町４８４－１ 217
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 廃棄物処理 検査・測定維持管理
･4101･4102･4103･4104･4106･4107･41
09･4110･4111･4199

･4201･4202･4203･4205･4206･4207･420
8･4209･4299 ･4305･4306･4307･4308 ･4401 ･4901･4902･4903･4904･4905･49069030002057804

4031196ライフデリミサトテン

ライフデリ三郷店
048-951-5819代表者 金井和彦

埼玉県三郷市早稲田５-６-１８
健康・福祉サービス維持管理

･5404

4040076ライフパシフイツクデザイン

(株)ライフパシフィックデザイン 埼玉オフィス
048-658-8826所長 大窪利則

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－２６６－３ シンワＫＩビル２
Ｆ

試験・調査 計画策定維持管理

･5002 ･5101･5102･51992340001006687

4030028ライフライン

(株)ライフライン 関東営業所
047-498-5300営業所長 政木章三

千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷２－１－３２
試験・調査維持管理

･50042310001003076

4031394ラインキカクコウギヨウ

ライン企画工業(株)
048-853-3005代表取締役 杉本利孝

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１３－２４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57047030001008909

4031133ラクロ

(株)ラクロ
049-293-7474代表取締役 長嶋史弘

埼玉県川越市大中居９５－３
維持管理その他維持管理

･69992030003009703

4031068ランドブレイン

ランドブレイン(株) 埼玉事務所
04-2903-4000所長 田中元清

埼玉県所沢市上新井３－６７－２１
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 電算業務維持管理

･4701･4702･4799 ･4802･4805･4806 ･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･52049010001031943

4030855リーテム

(株)リーテム
03-3258-8586代表取締役 中島彰良

東京都千代田区外神田３－６－１０
廃棄物処理 試験・調査 サービス維持管理

･4401･4402･4405 ･5099 ･55099010001032090

4040050リーバー

(株)リーバー
029-896-6263代表取締役 伊藤俊一郎

茨城県つくば市高野１１５５－２
電算業務維持管理

･5201･52042050001042316

4030832リクチロウスイチヨウサ

(株)リクチ漏水調査 埼玉営業所
048-813-3220埼玉営業所長 佐野克俊

埼玉県さいたま市南区南浦和３－４４－１６
試験・調査維持管理

･50042011101022608

4030741リコージヤパン

リコージャパン(株) 埼玉支社公共文教営業部
048-664-4331部長 高田利行

埼玉県さいたま市北区宮原町２－４５－１
機械器具保守点検 イベント・催事・広告 電算業務 文書管理維持管理

･4302･4303 ･4799 ･5203 ･5302･53991010001110829

4030798リサーチアンドソリユーシヨン

(株)リサーチアンドソリューション 東京支社
03-6311-8356支社長 児玉真一

東京都渋谷区本町４－１２－７ 泉西新宿ビル３階
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･52041290001017278

4030819リジオナルプランニングチーム

(株)リジオナル・プランニング・チーム
03-5367-3590代表取締役 山本清治

東京都新宿区四谷２－１１
試験・調査 計画策定維持管理

･5099 ･51992011101044718

4031029リスイカガク

理水化学(株) 埼玉営業所
048-711-5003所長 竹村洋平

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１１－１２ ＮＪ５ビル
機械器具保守点検維持管理

･4305･4307･43994120001071999

4030669リソウカガクコウギヨウ

理想科学工業(株) 理想さいたま支店
048-649-6223支店長 田口弘樹

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１３８ 金周ビル
機械器具保守点検維持管理

･4302･43039010401031452
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4031002リソースガイア

リソースガイア(株)
047-360-5181代表取締役 新井勝夫

千葉県松戸市稔台６－１０－１４
廃棄物処理 サービス維持管理

･4405･4499 ･55097040001037238

4030794リソナケツサイサービス

りそな決済サービス(株)
03-6832-7400代表取締役 山嵜浩一

東京都江東区木場１－５－２５
サービス維持管理

･55107010001036589

4030910リソナソウゴウケンキユウシヨ

りそな総合研究所(株) 埼玉本社
048-824-5411代表取締役社長 氷坂智晶

埼玉県さいたま市浦和区北浦和４-５-５
イベント・催事・広告 試験・調査 計画策定維持管理

･4701 ･5002 ･5101･5102･51999120001073504

4030641リツシヨー

(株)リッショー
048-871-5752代表取締役 立田要

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６
機械器具保守点検維持管理

･43999030001037930

4031518リバー

リバー(株)
03-6365-1200代表取締役 猪鼻秀希

東京都墨田区緑１－４－１９
廃棄物処理 サービス維持管理

･4401･4402･4405 ･55094010601013131

4031069リバーホールデイングス

リバーホールディングス(株)
03-5204-1890代表取締役 松岡直人

東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル１５階
廃棄物処理 検査・測定 試験・調査 計画策定維持管理

･4405 ･4901･4902･4903･4999 ･5002･5003･5099 ･51999010601034255

4030556リビング

(株)リビング
048-960-0141代表取締役 押田和夫

埼玉県三郷市彦成２－２０５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検維持管理

･4107･4108 ･4203･4204･4205･4209 ･43071030001037104

4031259リビング

(株)リビング
048-960-0141代表取締役 押田和夫

埼玉県三郷市彦成２－２０５
土木施設維持管理維持管理

･57041030001037104

4031003リビングストン

(株)リビングストン
048-625-3151代表取締役 関根学

埼玉県さいたま市西区宝来１４２５－１
建物管理維持管理

･41089030001009062

4030852リブネツト

(株)リブネット
0596-25-7903代表取締役 荒井宏幸

三重県伊勢市楠部町乙１３５
学校等支援 電算業務 サービス 維持管理その他維持管理

･4602 ･5201･5203･5204 ･5501 ･69996190001007482

4030830リユウツウケンキユウジヨ

(株)流通研究所
046-295-0831代表取締役 村上充

神奈川県厚木市寿町１－４－３－２
イベント・催事・広告 製作等 試験・調査 計画策定 サービス維持管理

･4701･4702･4703 ･4801･4802･4805 ･5002･5099 ･5101･5102･5199 ･5512･55991021001023144

4030769リヨウビシステムズ

(株)両備システムズ
086-264-0113代表取締役 松田敏之

岡山県岡山市南区豊成２－７－１６
機械器具保守点検 電算業務 文書管理維持管理

･4302 ･5201･5202･5203･5204 ･53048260001007077

4030746リヨウモウシステムズ

(株)両毛システムズ 東京営業所
03-3267-1081所長 宍戸敏美

東京都新宿区二十騎町２－２４
電算業務 サービス維持管理

･5201･5202･5203･5204･5299 ･55032070001016771

4030994リヨウモウビジネスサポート

(株)両毛ビジネスサポート
0277-70-6600代表取締役 星野仁

群馬県桐生市広沢町２－２９６１
建物付属設備運転・保守点検 機械器具保守点検 試験・調査 電算業務 サービス維持管理

･4299 ･4307 ･5004 ･5201･5202･5203･5204･5299 ･5501･5503･55996070001016776

4030877リヨクフウカイ

(社福)緑風会
048-949-4123理事長 篠田實

埼玉県三郷市番匠免１－３１４
健康・福祉サービス維持管理

･5402･5408･54992030005005907

4030646リライアコミユニケーシヨンズ

りらいあコミュニケーションズ(株)
03-5351-7200代表取締役社長 網野孝

東京都渋谷区代々木２－６－５
建物管理 試験・調査 電算業務 サービス 電話勧奨維持管理

･4102 ･5002･5099 ･5202･5204 ･5501･5599 ･5801･5802･58999011001029944
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4030209リレツクス

ＲＥＲＥＸ(株)
0554-67-8123代表取締役 佐藤俊邦

山梨県都留市つる４－１－２５
サービス維持管理

･55099090001015336

4031184レオツク

(株)ＬＥＯＣ
03-5220-8573代表取締役 森井秀和

東京都千代田区大手町１－１－３
学校等支援 サービス維持管理

･4601･4603 ･55997010401086168

4030854レクトン

(株)レクトン
03-3551-5554代表取締役 岩見竜作

東京都中央区新川１－１７－２５
学校等支援維持管理

･4601･46037010001060647

4030662レツツクリエイト

(株)レッツクリエイト
048-718-3611代表取締役 井上和男

埼玉県春日部市永沼１９４７－１
建物管理維持管理

･41067030001052857

4030899レパスト

(株)レパスト
03-6371-2441代表取締役 西剛平

東京都港区東新橋１－９－１
学校等支援維持管理

･4601･46034010001061160

4030975レンタルノニツケン

(株)レンタルのニッケン 三郷営業所
048-949-3800所長 西田秀之

埼玉県三郷市泉３－３－７
イベント・催事・広告維持管理

･4701･47024010001322368

4031000ロウキヨウセンタージギヨウダン

(企)労協センター事業団 埼玉事業本部
048-844-0085本部長 藤谷英樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５－２０１ Ｍ・Ｍオフィ
ス

建物管理 運送・運行 学校等支援 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4102･4106･4199 ･4504･4506･4599 ･4603･4699 ･5402･5403･5404･5407･5499 ･69996013305000633

4030999ワーカーズコープ

(ＮＰＯ)ワーカーズコープ 埼玉事業本部
048-844-0085本部長 藤谷英樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５－２０１ Ｍ・Ｍオフィ
ス

建物管理 学校等支援 健康・福祉サービス 法規・相談事務 維持管理その他維持管理

･4102･4106･4199 ･4699 ･5404･5407･5499 ･5602 ･69993013305000743

4030484ワーカーズコレクテイブアオイソラ

(ＮＰＯ)ワーカーズ・コレクティブ青いそら
048-957-9600理事 宗田浩治

埼玉県三郷市早稲田５－４－１ 三郷市文化会館１階
健康・福祉サービス維持管理

･5402･5407･54991030005006096

4030532ワークコウギヨウ

(株)ワーク衡業
03-3679-0086代表取締役 山口精一

東京都江戸川区鹿骨１－６－８
機械器具保守点検 検査・測定維持管理

･4304 ･49996011701009744

4030740ワイエム

(株)ワイエム
049-241-0015代表取締役 吉田建次

埼玉県川越市砂６８３
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4104･4106 ･42032030001055798

4031246ワイエム

(株)ワイエム
049-241-0015代表取締役 吉田建次

埼玉県川越市砂６８３
土木施設維持管理維持管理

･5701･57032030001055798

4031375ワイズ

(株)ｙ’ｓ
048-973-1724代表取締役 伊部善貴

埼玉県越谷市東大沢２‐２５‐１
土木施設維持管理維持管理

･57031030001102304

4030815ワイズギケン

(株)ワイズ技研
03-3468-7786代表取締役 北田諭史

東京都渋谷区西原３-２０-３
製作等 維持管理その他維持管理

･4801･4899 ･69994011001024322

4030793ワコウクリーン

(株)和幸クリーン
048-791-3939代表取締役 山口新次

埼玉県さいたま市緑区東大門３－３－４
建物管理 廃棄物処理 試験・調査 維持管理その他維持管理

･4107 ･4401 ･5004･5099 ･69995030001011484

4031323ワコウクリーン

(株)和幸クリーン
048-791-3939代表取締役 山口新次

埼玉県さいたま市緑区東大門３－３－４
土木施設維持管理維持管理

･5701･5702･5703･57045030001011484
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4031203ワコーインターナシヨナル

(株)ワコーインターナショナル 埼玉支店
048-298-2101支店長 小江慎一朗

埼玉県川口市安行領家１６５－１
建物管理 健康・福祉サービス 維持管理その他維持管理

･4101･4102･4103･4104･4106 ･5407 ･69991011501005080

4030993ワコーシヨウジ

(株)ワコー商事
0466-84-2485代表取締役 長田昌樹

神奈川県藤沢市善行７－３－５
電算業務維持管理

･5201･5202･5203･5204･52994021001002392

4030615ワセダ

(株)わせだ
048-953-1860代表取締役 海老原幸久

埼玉県三郷市大広戸８２２－３
機械器具保守点検 イベント・催事・広告 製作等 サービス 維持管理その他維持管理

･4302･4303･4399 ･4701･4702･4799 ･4899 ･5599 ･69993030001037127

4030909ワタキユーセイモア

ワタキューセイモア(株) 関東支店
048-988-1288支店長 外山浩樹

埼玉県越谷市新越谷２-１９２
建物管理 サービス 維持管理その他維持管理

･4106 ･5505･5599 ･69997130001037872

4031004ワラビカイイイトモタイソウ

(ＮＰＯ)笑美会いい友体操
090-3315-3762理事 近藤信秀

埼玉県三郷市早稲田３－１３－９
健康・福祉サービス サービス 維持管理その他維持管理

･5407･5499 ･5512 ･69996030005018112

4030991ワラビカンキヨウコウエイシヤ

(株)蕨環境公栄社
048-444-8867代表取締役 本田賢

埼玉県蕨市北町３－４－５
建物管理 建物付属設備運転・保守点検維持管理

･4101･4102･4104･4106･4107 ･4201･4203･42048030001021258

4031504ワラビカンキヨウコウエイシヤ

(株)蕨環境公栄社
048-444-8867代表取締役 本田賢

埼玉県蕨市北町３－４－５
土木施設維持管理維持管理

･57038030001021258

4030813ワンビシアーカイブズ

(株)ワンビシアーカイブズ 官公庁営業部
03-5425-5300官公庁営業部長 高橋豊

東京都港区虎ノ門４－１－２８
運送・運行 電算業務 文書管理 維持管理その他維持管理

･4501･4599 ･5202･5204･5299 ･5301･5302･5304･5399 ･69994010401065760


