平成３１・３２年度登録業者一覧
業種種別

登録番号

物品

1000002317

物品

1000002517 株式会社 ＲＫＫＣＳソフト

代表取締役 德冨 裕明

物品

1000002194 株式会社 インフォマティクス

代表取締役 三原 正一

物品

1000001467

物品

1000002782 株式会社 エネット

物品

1000003378

物品

1000002295 株式会社 会議録研究所

物品

1000001831 株式会社 管総研 東京支店

物品

1000002459

物品

1000002458

物品

1000003334

物品

1000003724

物品

1000003362

物品

1000002690

物品

1000003383

物品

1000002304

物品

1000002262

物品

1000001320

物品

1000003527

物品

1000003732 ソリマチ 株式会社

代表取締役 反町 秀樹

物品

1000001326 第一法規 株式会社

代表取締役社長 田中 英弥

物品

1000002539 株式会社 データホライゾン

代表取締役 内海 良夫

物品

1000002243 テスコ 株式会社

代表取締役 小林 千尋

物品

1000002466 有限会社 東京インテリア・クラフト

代表取締役 関 敏明

物品

1000002347 株式会社 東京法規出版

代表取締役 菅 国典

物品

1000001892 東京法令出版 株式会社

代表取締役 星沢 卓也

長野市南千歳町1005番地

物品

1000001371 株式会社 図書館流通センター

代表取締役 石井 昭

東京都文京区大塚3丁目1番1号

物品

1000002448 長田広告 株式会社

代表取締役 長田 一郎

物品

1000002523 南海電設 株式会社

代表取締役 黒木 道晃

物品

1000002682 株式会社 ニチイ学館

代表取締役 森 信介

物品

1000003766

物品

商号又は名称
株式会社 アール・ケー・ケー・コン
ピューター・サービス

ＮＥＣソリューションイノベータ 株式
会社 営業統括本部

代表者

道外【物品】

代表取締役 德冨 裕明

本部長 神田 健治郎

住所
熊本市中央区九品寺1丁目5番
11号
熊本市中央区九品寺1丁目5番
11号
神奈川県川崎市幸区大宮町
1310番地
東京都江東区新木場1丁目18番
7号

代表取締役 川越 祐司

東京都港区芝公園2丁目6番3号

王子・伊藤忠エネクス電力販売 株式
代表取締役 尾﨑 信介
会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

代表取締役 妹尾 潤

東京都新宿区市谷八幡町16番

東京都中央区日本橋本石町3丁
目3番10号
株式会社 ぎじろくセンター 東京営 取締役兼東京営業所長 濱野 尚 東京都中央区日本橋小舟町9番
業所
子
3号 日本橋相互ビル505号室
北日本コンピューターサービス 株式
秋田県秋田市南通築地15番32
代表取締役 江畑 佳明
会社
号
兵庫県西宮市甲子園口6丁目1
極東開発工業 株式会社
代表取締役 高橋 和也
番45号
コウフ・フィールド 株式会社 東京支
東京都台東区上野桜木1丁目15
支店長 倉田 弘朗
店
番6丁目 メゾン上野桜木1Ｆ
東京都品川区東五反田1丁目19
サージミヤワキ 株式会社
代表取締役 宮脇 豊
番2号
埼玉県秩父市下影森4057番地
有限会社 サイシン広告
代表取締役 岸本 穂
11
営業本部 索道営業部長 藤井
東京都台東区蔵前2丁目17番4
ＪＦＥプラントエンジ 株式会社
達朗
号
福岡県福岡市博多区博多駅前2
株式会社 シンク
取締役社長 丸山 秀明
丁目19番24号大博センタービル
東京都千代田区内神田1丁目4
スノーシステムズ 株式会社
取締役社長 大久保 雅史
番2号
東京都渋谷区神宮前1丁目5番1
セコム 株式会社
代表取締役社長 中山 泰男
号
ソフトバンク 株式会社 法人事業戦
常務執行役員本部長 藤長 国浩 東京都港区東新橋1丁目9番1号
略本部
東京支店長 柳谷 光彦

日鉄住金環境 株式会社 名古屋支
支店長 若菜 幸純
店
日鉄住金環境プラントソリューション
1000001402
代表取締役社長 村上 裕
ズ 株式会社

物品

1000002068 日本カルミック 株式会社

代表取締役 高居 隆章

物品

1000002516 一般社団法人 日本家族計画協会

理事長 北村 邦夫

物品

1000001809 富士建設工業 株式会社

代表取締役 鳴海 利彦

新潟県長岡市表町1-4-24
東京都港区南青山2丁目11番17
号
広島県広島市西区草津新町1丁
目21番35号 広島ミクシス・ビル
東京都千代田区西神田1丁目4
番5号
東京都豊島区巣鴨1丁目14番3
号 藤ビル303
東京都文京区本駒込2丁目29番
22号

愛知県津島市東柳原町5丁目5
番地1
大阪市浪速区日本橋東3丁目12
番7号
東京都千代田区神田駿河台2丁
目9番地
愛知県東海市東海町4丁目70番
地の1
福岡県北九州市戸畑区大字中
原46番地59
東京都千代田区九段南1丁目5
番10号
東京都新宿区市谷田町1丁目10
番地 保健会館新館
新潟県新潟市北区島見町3307
番地16

平成３１・３２年度登録業者一覧
業種種別

登録番号

物品

1000002905

物品

商号又は名称

代表者

富士通ソーシャルライフシステムズ
第二営業部長 堂本 泰成
株式会社 第二営業部
株式会社 ベネッセコーポレーション
1000003759
本部長 吉野 隆弘
営業本部

物品

1000002251 株式会社 マーク

代表取締役 舩戸 和加

物品

1000002306 三谷コンピュータ 株式会社

代表取締役社長 後 淳也

物品

1000003497 未来のアグリ 株式会社

代表取締役 前原 伸一

物品

1000002948 株式会社 名豊

代表取締役 中野 宏昭

物品

1000002533 株式会社 ライズファクトリー

代表取締役 戸田 その子

物品

1000002465 ワールドウォーターバッグ 株式会社 代表取締役 中村 俊夫

物品

1000003729 ワイズ公共データシステム 株式会社 代表取締役 松村 清

道外【物品】
住所
大阪府大阪市中央区城見2-2-6
岡山県岡山市北区南方3丁目7
番17号
岐阜県美濃加茂市森山町3丁目
12番1号
福井県坂井市丸岡町熊堂第3号
7番地1-13
福井県坂井市春江町沖布目第
38号3番地
名古屋市中区松原2丁目2番33
号
東京都千代田区飯田橋2丁目1
番4号 日東九段ビル6階
大阪府大阪市東住吉区今川1丁
目6番23号
長野県長野市田町2120-1

