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登録番号 商号又は名称 代表者 住所

2317 ㈱ＲＫＫＣＳ 代表取締役　金子　篤 熊本市中央区九品寺一丁目5番11号

3840 浅野アタカ㈱　北日本支店 支店長　吉田　満郎 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号

3799 ㈱アルカディア 代表取締役　天白　成一 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号

3915 ㈱あんしんサポート 代表取締役　古賀　功一 福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25

3875
一冨士フードサービス㈱　北海道・
東北支社

北海道・東北支社長　小泉　輝 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１号

2194 ㈱インフォマティクス 代表取締役　齊藤　大地 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地

3355 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 代表取締役　内野　一尋
東京都港区海岸三丁目20番20号　ヨコソーレイ
ンボータワー

3821 ＥＳＲＩジャパン㈱ 代表取締役会長兼社長　正木　千陽 東京都千代田区平河町2-7-1塩崎ビル

1467
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱営
業統括本部

本部長　神田　健治郎 東京都江東区新木場一丁目18番7号

3630 ㈱エムティーアイ 代表取締役　前多　俊宏 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

3786 ㈱オークス 代表取締役　神﨑　厚葉 東京都渋谷区代々木２丁目４番９号

2952 大阪ガスファイナンス㈱ 代表取締役　久保　貴義 大阪市中央区備後町三丁目6番14号

1831 ㈱管総研　東京支店 東京支店長　榊原　浩二 東京都中央区京橋二丁目１番３号

2459 ㈱ぎじろくセンター　東京営業所 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番3号　日本橋相
互ビル505号室

2458 北日本コンピューターサービス㈱ 代表取締役　江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地15番32号

3809 ㈱キャンサースキャン 代表取締役　福吉　潤 東京都品川区西五反田1丁目3番8号

3334 極東開発工業㈱ 代表取締役　布原　達也 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

2541 神戸綜合速記㈱　 代表取締役　藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

3362 サージミヤワキ㈱ 代表取締役　宮脇　豊 東京都品川区東五反田一丁目19番2号

3879 ㈱ジーエスエフ 代表取締役　善田　高志 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

2143 ㈱ＪＥＣＣ 専務取締役　依田　茂 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

3903 ㈱シナジー 代表取締役　下地　勝也 沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号　3Ｆ
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2304 ㈱シンク 取締役社長　丸山　秀明
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番24
号大博センタービル

2262 スノーシステムズ㈱ 取締役社長　大久保　雅史 東京都千代田区内神田1丁目4番2号

3685 ㈱スマートボックス 代表取締役　三浦　洋一 東京都港区青山3丁目3番7号

1320 セコム㈱ 代表取締役社長　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

3787 ㈱宣通 代表取締役　津田　郁夫 名古屋市東区東桜二丁目16番27号

3527 ソフトバンク㈱ 代表取締役　今井　康之 東京都港区海岸一丁目7番1号

3732 ソリマチ㈱ 代表取締役　反町　秀樹 新潟県長岡市表町1-4-24

1326 第一法規㈱ 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号

3931 大新東㈱ 代表取締役　森下　哲好 東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3

2832 太陽工業㈱　東北支店 支店長　仁井谷　修治 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目11番1号

3810 ㈱丹青社 代表取締役　高橋　貴志 東京都港区港南一丁目2番70号

2539 ㈱データホライゾン　 代表取締役　内海　良夫
広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号　
広島ミクシス・ビル

2243 テスコ㈱ 代表取締役　髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目4番5号

2466 ㈲東京インテリア・クラフト 代表取締役　関　敏明 東京都豊島区巣鴨一丁目14番3号　藤ビル303

2347 ㈱東京法規出版 代表取締役　菅　国典 東京都文京区本駒込二丁目29番22号

1892 東京法令出版㈱ 代表取締役　星沢　卓也 長野県長野市南千歳町1005番地

2473 ㈱東洋食品 代表取締役　荻久保　英男 東京都台東区東上野1丁目14番4号

1371 ㈱図書館流通センター 代表取締役　細川　博史 東京都文京区大塚三丁目1番1号

3942 トランス・コスモス㈱ 代表取締役社長　奥田　昌孝 東京都渋谷区渋谷一丁目２番２０号

2448 長田広告㈱ 代表取締役　長田　一郎 愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1

2523 南海電設㈱ 代表取締役　大前　良平 大阪市浪速区日本橋東3丁目12番7号

2682 ㈱ニチイ学館 代表取締役　森　信介 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地



業務委託【道外】

登録番号 商号又は名称 代表者 住所

令和３・４年度登録業者一覧

3766 日鉄環境㈱名古屋支店 支店長　河野　義信 愛知県東海市東海町四丁目70番地の1

1402
日鉄環境エネルギーソリューショ
ン㈱

代表取締役社長　織田　和之 福岡県北九州市戸畑区大字中原46番地59

2068 日本カルミック㈱ 代表取締役　高居　隆章 東京都千代田区九段南1丁目5番10号

2387 ㈱日本ウォーターテックス 代表取締役　佐藤　亮 埼玉県幸手市緑台一丁目19番11号

2135 ㈱日本サポートサービス 代表取締役　海瀬　光雄
東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地　駿
河台フジヴュービル

3580 ㈱ハートコーポレイション 代表取締役　若林　立美 茨城県水戸市中央2丁目6番10号

3757 ハーベストネクスト㈱ 代表取締役　脇本　実
神奈川県横浜市保士ヶ谷区岩間町二丁目120
番地

3846
パナソニック環境エンジニアリング
㈱　東日本支社

執行役員支店長　手嶋　得詞
東京都港区港南2丁目12番26号 港南パークビ
ル３F

2106
パナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン㈱　東日本社

社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号

1809 富士建設工業㈱ 代表取締役　鳴海　利彦 新潟県新潟市北区島見町3307番地16

2110 富士産業㈱ 代表取締役　中村　勝彦 東京都港区新橋5丁目32番7号　

2905
富士通ソーシャルライフシステム
ズ㈱　営業部

営業部長　岩里　佳宣 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5

3759
㈱ベネッセコーポレーション　小中
学校事業部

部長　小柳　博崇
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号　新宿三井
ビルディング

2537 ㈱ジチタイアド 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

2545 みずほ東芝リース㈱ 代表取締役　丸山　伸一郎 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

2306 三谷コンピュータ㈱ 代表取締役社長　後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

3941 ㈱ミラボ 代表取締役　谷川　一也
東京都千代田区神田駿河台4丁目1-2　ステラ
お茶の水ビル　8Ｆ

2948 ㈱名豊 代表取締役　小池　武史 愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号

3883 ㈱メディブレーン 代表取締役　小島　啓太 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目4番14号

3726 ㈱森のエネルギー研究所 代表取締役　大場　龍夫
東京都羽村市小作台1-4-21　ＫＴＤキョーワビ
ル小作台

2533 ㈱ライズファクトリー 代表取締役　戸田　その子
東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号　日東九
段ビル6階

3952 ランドブレイン㈱ 代表取締役　吉武　祐一 東京都千代田区平河町一丁目2番10号
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2254 ㈱ＬＥＯＣ 代表取締役　田島　利行 東京都千代田区大手町1丁目1番3号

3795 ㈱ワコー商事 代表取締役　長田　昌樹 神奈川県藤沢市善行7-3-5

2595 バイザー㈱ 代表取締役　井上　正巳 名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号

3961 ＫＳＳ㈱ 代表取締役　深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号

3962 ㈱ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 代表取締役社長　中山　義一 東京都港区芝浦一丁目１番１号

3963
弁護士法人ライズ綜合法律事務
所

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

3970 ㈱サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優
大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５
号

3973 ㈱アクト 代表取締役　小林　智彦
東京都文京区小石川１丁目３番２５号　小石川
大国ビル６階

3974 大阪ガスセキュリティサービス㈱ 代表取締役社長　遠山　雅夫 大阪市淀川区十三本町三丁目６番３５号

3991 ㈱エコシティサービス 代表取締役　西村　洋平
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央８番３３号　
サウスコア２０５号

3993 ㈱エスプール 代表取締役　浦上　壮平 東京都千代田区外神田１－１８－１３

3994 日本トータルテレマーケティング㈱ 代表取締役　森　真吾 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号

3998 日本国民食㈱ 代表取締役　市川　敏一 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３

4003 ＮＴＴタウンページ㈱ 代表取締役社長　酒井　紀雄 東京都港区虎ノ門３丁目８番８号

4005 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役　藤原　洋 東京都千代田区幸町二丁目１番６号

4006 葉隠勇進㈱ 代表取締役　大隈　太嘉志
東京都港区芝四丁目１３－３　ＰＭＯ田町東１０
Ｆ

4008 ㈱木下抗菌サービス 代表取締役　川村　卓也 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号


