
令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第１希望 リース 寝具・オムツ
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第１希望 リース 電気・通信機器
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第１希望 リース 植木・鉢物
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第１希望 リース その他 什器
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第２希望 その他物品 選挙備品
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第３希望 繊維・寝具 白衣
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 第３希望 繊維・寝具 寝具
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 室内装飾品 じゅうたん
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 室内装飾品 カーテン
172138 アースサポート（株） 代表取締役 森山　典明 県外 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 03-3377-1100 03-3377-1772 室内装飾品 ブラインド
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第１希望 不用品買受 金属くず
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第１希望 不用品買受 自転車
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第１希望 不用品買受 資源物
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
404137 （株）アース産業 代表取締役 大山　三喜雄 県内 館山市正木５１４番地１４ 0470-27-5697 0470-27-5697 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
411956 アーティサン（株） 代表取締役 小山　才喜 県外 東京都調布市多摩川５丁目１３番地３調布多摩川サニーコート１Ｆ 042-444-4815 042-444-4865 第１希望 その他物品 その他 バスロケーションシステム　ＧＴＦＳ作成システム
173363 アートコーポレーション（株） 代表取締役 寺田　千代乃 県外 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 06-6946-0123 06-6946-0124 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
173363 アートコーポレーション（株） 代表取締役 寺田　千代乃 県外 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 06-6946-0123 06-6946-0124 第２希望 通信機・家電 家電製品
173363 アートコーポレーション（株） 代表取締役 寺田　千代乃 県外 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 06-6946-0123 06-6946-0124 第２希望 通信機・家電 照明器具
173363 アートコーポレーション（株） 代表取締役 寺田　千代乃 県外 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 06-6946-0123 06-6946-0124 第２希望 通信機・家電 空調機器
408048 アーバンエナジー（株） 代表取締役 小賀坂　善久 県外 神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 045-505-7878 045-505-7740 第１希望 燃料・電力 電力
170417 （有）あいき 取締役 池田　靖教 県内 千葉市中央区富士見２丁目２２番６号 043-224-3964 043-224-0261 第１希望 書籍・教材 その他 茶道具
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第１希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第１希望 産業用機器及び資材 その他 券売機、両替機、硬貨計数器、紙幣計数器等
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第２希望 リース 電算機
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第２希望 リース 電気・通信機器
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第２希望 リース その他 券売機、レジスター、両替機、給食予約管理システム、入退場システム、駐輪場システム、窓口システム等

273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第３希望 その他物品 その他 セルフ決算端末、カード販売機、汎用自販機、給食予約管理システム、入退場システム、駐輪場システム、窓口システム等

273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第４希望 通信機・家電 その他 給食予約システム、入退場システム、駐輪場システム、管理システム、窓口システム等

273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第５希望 文具・事務機器 用紙類
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第５希望 文具・事務機器 事務機器
273443 （株）アイタック 代表取締役 高島　敏直 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地 03-3255-3988 03-3255-3980 第５希望 文具・事務機器 その他 券売機用ロール紙、レジロール紙、サーマルロール紙、入場券、駐輪券等

274773 相田化学工業（株） 代表取締役 相田　征一 県外 東京都府中市南町六丁目１５番地の１３ 042-368-6314 042-368-3552 第１希望 不用品買受 その他 使用済みレントゲンフィルム買受
405357 愛知（株） 代表取締役社長 島本　迪彦 県外 愛知県名古屋市東区筒井三丁目２７番２５号 052-937-5931 052-937-7146 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
405357 愛知（株） 代表取締役社長 島本　迪彦 県外 愛知県名古屋市東区筒井三丁目２７番２５号 052-937-5931 052-937-7146 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
405357 愛知（株） 代表取締役社長 島本　迪彦 県外 愛知県名古屋市東区筒井三丁目２７番２５号 052-937-5931 052-937-7146 第１希望 家具・什器 特注家具
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 気体分析機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 液体分析機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 化学分析機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 顕微鏡
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 電気計測器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 測量機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 度量衡
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第４希望 リース 電算機
412379 アイティーアイ（株） 代表取締役 市川　誠一郎 準県内 長崎県長崎市興善町６番７号 095-821-2111 095-821-2113 第４希望 リース 医療機器
183226 ＩＴｂｏｏｋ（株） 代表取締役 恩田　饒 県外 東京都港区虎ノ門三丁目１番１号 03-6435-8711 03-6435-8720 第１希望 文具・事務機器 事務機器
183226 ＩＴｂｏｏｋ（株） 代表取締役 恩田　饒 県外 東京都港区虎ノ門三丁目１番１号 03-6435-8711 03-6435-8720 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第１希望 水道・ガス用資材 ろ過材
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第１希望 水道・ガス用資材 その他 ポンプ等
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第２希望 薬品 検査試薬
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第２希望 薬品 工業薬品
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第２希望 薬品 水道用薬品
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第３希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第４希望 その他物品 ごみ処理装置
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第５希望 理化学機器 気体分析機器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第５希望 理化学機器 液体分析機器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第５希望 理化学機器 化学分析機器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第５希望 理化学機器 電気計測器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 第５希望 理化学機器 測量機器
182341 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 準県内 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036 06-6346-0038 文具・事務機器 事務機器
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第１希望 印刷・製本 その他 三つ折ハガキ、圧着ハガキ
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第２希望 文具・事務機器 用紙類
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第２希望 文具・事務機器 事務機器
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第２希望 文具・事務機器 その他 ＯＣＲ専用用紙
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第３希望 電算機・電算用品 その他 サーバ等・プリンタ等
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第４希望 リース 電算機
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第４希望 リース 電気・通信機器
171359 （株）アイネス 代表取締役社長 森　悦郎 県外 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 045-912-5500 045-912-4300 第４希望 リース その他 システム等
403791 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 代表取締役 吉田　亨 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6760 050-3730-6765第１希望 リース 電算機
403791 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 代表取締役 吉田　亨 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6760 050-3730-6765第１希望 リース 医療機器
403791 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 代表取締役 吉田　亨 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6760 050-3730-6765第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
403791 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 代表取締役 吉田　亨 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6760 050-3730-6765第１希望 リース 電気・通信機器
403791 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 代表取締役 吉田　亨 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6760 050-3730-6765第１希望 リース その他 ＬＥＤ照明機器、監視カメラ、冷暖房空調機器、理化学機器、省エネ機器、産業工作機械

410788 ＩＰＭサポート（株） 代表取締役 長谷川　利行 県内 いすみ市岬町中原４２２番地 0470-64-6824 0470-64-6825 第１希望 その他物品 その他 中性紙保存箱、モルデナイベ、くるみん、ＡＦエンベローブ、ＩＰＭトラップ他

410788 ＩＰＭサポート（株） 代表取締役 長谷川　利行 県内 いすみ市岬町中原４２２番地 0470-64-6824 0470-64-6825 第２希望 薬品 その他 エコミュアーＦＴプレート、スズメバチジェット、その他害虫そ族用薬剤

410788 ＩＰＭサポート（株） 代表取締役 長谷川　利行 県内 いすみ市岬町中原４２２番地 0470-64-6824 0470-64-6825 第３希望 日用雑貨・金物 その他 ＩＰＭトラップ、ニューセリコ、ハイレシス、その他昆虫捕獲器、そ族捕獲器

271049 アイフォース（株） 代表取締役 我妻　和悦 県外 東京都立川市柏町四丁目５２番地の２１ 042-537-6360 042-537-6368 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
271049 アイフォース（株） 代表取締役 我妻　和悦 県外 東京都立川市柏町四丁目５２番地の２１ 042-537-6360 042-537-6368 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
271049 アイフォース（株） 代表取締役 我妻　和悦 県外 東京都立川市柏町四丁目５２番地の２１ 042-537-6360 042-537-6368 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
271049 アイフォース（株） 代表取締役 我妻　和悦 県外 東京都立川市柏町四丁目５２番地の２１ 042-537-6360 042-537-6368 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第１希望 日用雑貨・金物 金物
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第１希望 日用雑貨・金物 その他 カラスネット　ストッカー　回収用ネット
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第２希望 その他物品 その他 ストッカー　カラスネット　回収用ネット
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第３希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第３希望 農業用機器及び資材 その他 土木用フレコンスタンド　土のうスタンド
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第４希望 土木・建築用機器及び資材 その他 フレコンスタンド
410556 （株）アイベックス 代表取締役 松本　好明 県外 岐阜県郡上市八幡町旭１２５１番地３ 0575-66-2155 0575-67-0347 第５希望 繊維・寝具 天幕
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171064 （株）アイホー 代表取締役社長 寺部　良洋 準県内 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 0533-88-5111 0533-88-4510 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第２希望 看板・模型 看板
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第３希望 文具・事務機器 用紙類
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
170094 （株）アイポップ 代表取締役 鈴木　新一 県内 長生郡睦沢町上市場１８３１番地 0475-40-3700 0475-40-3155 第５希望 その他物品 ダンボール
412165 （株）アイ・ユー 代表取締役社長 木本　信幸 県内 市原市五井東二丁目１４番地６ 0436-37-6211 第１希望 運動用品 運動用品
404120 葵工業（株） 代表取締役 鎌田　昭夫 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 022-297-2021 022-299-7145 第１希望 看板・模型 看板
404120 葵工業（株） 代表取締役 鎌田　昭夫 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 022-297-2021 022-299-7145 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
404120 葵工業（株） 代表取締役 鎌田　昭夫 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 022-297-2021 022-299-7145 第１希望 看板・模型 標識
404120 葵工業（株） 代表取締役 鎌田　昭夫 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 022-297-2021 022-299-7145 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
405127 （株）青木商店 代表取締役 青木　慶将 県外 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 048-479-3451 048-478-6639 第１希望 不用品買受 金属くず
405127 （株）青木商店 代表取締役 青木　慶将 県外 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 048-479-3451 048-478-6639 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
405127 （株）青木商店 代表取締役 青木　慶将 県外 埼玉県新座市中野一丁目１番２８号 048-479-3451 048-478-6639 第１希望 不用品買受 資源物
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第１希望 車両 特種用途自動車
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 避難器具
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 非常食
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 警察用品
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第２希望 消防・保安用品 防災用品
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第３希望 繊維・寝具 帽子
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第３希望 繊維・寝具 天幕
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第４希望 靴・革製品 手袋
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第４希望 靴・革製品 雨衣
374906 （株）赤尾 代表取締役 赤尾　隆 県外 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 06-6532-1265 06-6532-3095 第５希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 非常食
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第１希望 消防・保安用品 防災用品
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第２希望 繊維・寝具 帽子
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第２希望 繊維・寝具 白衣
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第２希望 繊維・寝具 寝具
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第３希望 靴・革製品 革靴
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第３希望 靴・革製品 手袋
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第３希望 靴・革製品 雨衣
170467 赤城工業（株） 代表取締役 須永　照重 県外 東京都江東区北砂一丁目１３番４号 03-3649-6966 03-3649-6967 第３希望 靴・革製品 皮革製品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第１希望 文具・事務機器 文房具
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第１希望 文具・事務機器 用紙類
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第１希望 文具・事務機器 事務機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 マスク等
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第３希望 リース 医療機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第３希望 リース その他 ＡＥＤ
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第４希望 電算機・電算用品 その他 印刷用紙等
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第５希望 日用雑貨・金物 金物
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第５希望 日用雑貨・金物 食器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第５希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第５希望 日用雑貨・金物 家庭用品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 第５希望 日用雑貨・金物 荒物
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 印刷・製本 その他 封筒、印刷用紙等
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 書籍・教材 理科実験機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 繊維・寝具 白衣
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 繊維・寝具 寝具
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 繊維・寝具 天幕
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 記念品・贈答品 販促用品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 記念品・贈答品 記念品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 避難器具
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 防火服・保護具
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 災害救助機器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 非常食
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 防犯用品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 消防・保安用品 防災用品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房・浴槽用洗剤等
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 靴・革製品 革靴
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 靴・革製品 病院用シューズ
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 靴・革製品 手袋
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 靴・革製品 雨衣
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 家具・什器 木製家具・什器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 家具・什器 スチール製家具・什器
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 通信機・家電 家電製品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 通信機・家電 照明器具
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 燃料・電力 木炭・石炭
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 運動用品 レジャー用品
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 その他物品 食品関係
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 その他物品 ダンボール
403424 （株）秋葉商店 代表取締役 秋葉　宗一郎 県内 茂原市小林１９７８番地２９ 0475-24-0571 0475-23-6028 その他物品 葬儀用品
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第１希望 産業用機器及び資材 その他 発電機、太陽光発電機、水処理機器、汎用ポンプ・特殊ポンプ

103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第２希望 リース 電算機
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第２希望 リース 電気・通信機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第２希望 リース その他 入退室管理セキュリティシステム、電気・機械機器、発電機、空調機

103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第３希望 理化学機器 液体分析機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第３希望 理化学機器 化学分析機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第３希望 理化学機器 電気計測器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 電話交換機
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 放送機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 無線機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 家電製品
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 照明器具
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 空調機器
103224 アキラ（株） 取締役社長 中川　崇 準県内 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 03-3663-2281 03-3664-5547 第５希望 通信機・家電 その他 井戸ポンプ
101381 （株）アクセス 代表取締役 黒川　裕二 県内 成田市堀之内５７０番地１７ 0476-32-9631 0476-32-9518 第１希望 看板・模型 看板
101381 （株）アクセス 代表取締役 黒川　裕二 県内 成田市堀之内５７０番地１７ 0476-32-9631 0476-32-9518 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
101381 （株）アクセス 代表取締役 黒川　裕二 県内 成田市堀之内５７０番地１７ 0476-32-9631 0476-32-9518 第１希望 看板・模型 標識
404914 （株）アクティー 代表取締役 吉田　裕二 県内 野田市木間ケ瀬４９８１番地 04-7198-8285 04-7198-8281 第１希望 薬品 工業薬品
404914 （株）アクティー 代表取締役 吉田　裕二 県内 野田市木間ケ瀬４９８１番地 04-7198-8285 04-7198-8281 第１希望 薬品 水道用薬品
404914 （株）アクティー 代表取締役 吉田　裕二 県内 野田市木間ケ瀬４９８１番地 04-7198-8285 04-7198-8281 第１希望 薬品 その他 活性炭
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第１希望 リース 自動車・船舶
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第１希望 リース 仮設建物
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第１希望 リース その他 仮設ハウス、仮設トイレ、建設用機材全般他
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第２希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 発電機、水中ポンプ、コンプレッサー、重機、小型機械全般他
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第３希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第３希望 産業用機器及び資材 その他 電動工具全般、溶接機全般他
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第４希望 車両 乗用車
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第４希望 車両 軽自動車
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第４希望 車両 特殊車
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第４希望 車両 その他 ライトバン、軽トラック、トラック、クレーン付トラック、ダンプ等
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第５希望 消防・保安用品 消火器
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第５希望 消防・保安用品 災害救助機器
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第５希望 消防・保安用品 防災用品
400941 （株）アクティオ 代表取締役　 小沼　直人 準県内 東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 03-6854-1411 03-3276-3221 第５希望 消防・保安用品 その他 エンジンカッター、非常用発電機、投光機等
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第２希望 リース 医療機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第４希望 理化学機器 顕微鏡
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173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第４希望 理化学機器 実験用機器・什器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第５希望 繊維・寝具 帽子
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第５希望 繊維・寝具 白衣
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 第５希望 繊維・寝具 寝具
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 文具・事務機器 文房具
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 文具・事務機器 事務機器
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 書籍・教材 教材
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 書籍・教材 その他 医療用教材
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 靴・革製品 革靴
173456 （株）アクティブメディカル 代表取締役 山田　誠 準県内 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 03-5842-3015 03-5842-3016 靴・革製品 病院用シューズ
400810 アクリーグ（株） 代表取締役 磯山　左門 準県内 栃木県小山市大字外城８１番地９ 0285-24-3933 0285-22-8224 第１希望 印刷・製本 地図印刷
400810 アクリーグ（株） 代表取締役 磯山　左門 準県内 栃木県小山市大字外城８１番地９ 0285-24-3933 0285-22-8224 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
400810 アクリーグ（株） 代表取締役 磯山　左門 準県内 栃木県小山市大字外城８１番地９ 0285-24-3933 0285-22-8224 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
400810 アクリーグ（株） 代表取締役 磯山　左門 準県内 栃木県小山市大字外城８１番地９ 0285-24-3933 0285-22-8224 第３希望 リース 電気・通信機器
400810 アクリーグ（株） 代表取締役 磯山　左門 準県内 栃木県小山市大字外城８１番地９ 0285-24-3933 0285-22-8224 第３希望 リース その他 交通安全施設
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第２希望 リース 電算機
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第２希望 リース 電気・通信機器
412220 （株）アクロスペイラ 代表取締役 須田　誠 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-6774-6541 03-6774-6548 第３希望 印刷・製本 電子出版
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第２希望 リース 電算機
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第３希望 文具・事務機器 用紙類
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第３希望 文具・事務機器 事務機器
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第４希望 印刷・製本 電子出版
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第５希望 室内装飾品 カーテン
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 第５希望 室内装飾品 ブラインド
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 書籍・教材 書籍
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 書籍・教材 視聴覚教育機器
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 書籍・教材 その他 電子黒板
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 通信機・家電 家電製品
412195 （株）アクロホールディングス 代表取締役 小野　賀津雄 県外 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 03-4530-0001 03-4530-0002 通信機・家電 照明器具
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第２希望 日用雑貨・金物 金物
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第２希望 日用雑貨・金物 食器
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第２希望 日用雑貨・金物 家庭用品
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
408680 旭（株） 代表取締役 光山　卓也 県外 大阪府大阪市東成区神路四丁目３番１８号 06-6972-8866 06-6976-1374 第３希望 靴・革製品 手袋
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第１希望 印刷・製本 地図印刷
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第３希望 船舶・航空機 ヘリコプター
105726 朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 準県内 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 03-3522-7161 03-3522-7162 第４希望 リース 電算機
105779 朝日テック（株） 代表取締役 中西　克己 県外 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 0297-72-9131 0297-72-5665 第１希望 水道・ガス用資材 ろ過材
105779 朝日テック（株） 代表取締役 中西　克己 県外 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 0297-72-9131 0297-72-5665 第２希望 その他物品 その他 バグフィルター用ろ布
105779 朝日テック（株） 代表取締役 中西　克己 県外 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 0297-72-9131 0297-72-5665 第３希望 産業用機器及び資材 その他 空調用エアフィルター
105779 朝日テック（株） 代表取締役 中西　克己 県外 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 0297-72-9131 0297-72-5665 第４希望 薬品 工業薬品
182201 アサヒプリテック（株） 代表取締役 中西　広幸 県外 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 0480-33-4393 0480-33-4423 第１希望 不用品買受 その他 貴金属スクラップ
182201 アサヒプリテック（株） 代表取締役 中西　広幸 県外 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 0480-33-4393 0480-33-4423 その他物品 その他 歯科撤去等
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 消火器
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 避難器具
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
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172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 非常食
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 警察用品
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 防災用品
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第１希望 消防・保安用品 その他 火災報知器
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第２希望 産業用機器及び資材 その他 直流電源装置
172375 旭防災設備（株） 代表取締役 小池　一男 県外 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 03-5717-9119 03-5717-9065 第３希望 その他物品 その他 蓄電池
270817 アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 052-908-0020 052-908-0030 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
270817 アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 052-908-0020 052-908-0030 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 活版印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第１希望 印刷・製本 電子出版
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第２希望 書籍・教材 地図
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第２希望 書籍・教材 教材
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第３希望 看板・模型 看板
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第３希望 看板・模型 模型・展示品
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第４希望 電算機・電算用品 その他 業務アプリケーションソフト
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第５希望 リース 電算機
131376 アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 03-5909-4181 03-3348-2248 第５希望 リース その他 パッケージソフトウェア・業務アプリケーションソフト
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第１希望 看板・模型 看板
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第１希望 看板・模型 標識
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第２希望 通信機・家電 照明器具
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第３希望 土木・建築用機器及び資材 木材
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第３希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第３希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第３希望 土木・建築用機器及び資材 その他 保安資材
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第４希望 消防・保安用品 防災用品
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第４希望 消防・保安用品 その他 保安資材
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第５希望 日用雑貨・金物 工具
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 第５希望 日用雑貨・金物 塗料
105187 アジアテック（株） 代表取締役 坂本　誠 県内 東金市台方１３９１番地４ 0475-50-1322 0475-50-1323 その他物品 その他 舞台美術
104598 アズビル（株） 代表取締役社長 曽禰　寛純 準県内 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 03-6810-1000 03-5220-7270 第１希望 通信機・家電 空調機器
104598 アズビル（株） 代表取締役社長 曽禰　寛純 準県内 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 03-6810-1000 03-5220-7270 第２希望 産業用機器及び資材 その他 計測・制御機器
104598 アズビル（株） 代表取締役社長 曽禰　寛純 準県内 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 03-6810-1000 03-5220-7270 第３希望 その他物品 その他 計測・制御機器
171849 アズビル金門（株） 代表取締役社長 上西　正泰 準県内 東京都豊島区北大塚一丁目１４番３号 03-5980-3734 03-5980-3753 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
171849 アズビル金門（株） 代表取締役社長 上西　正泰 準県内 東京都豊島区北大塚一丁目１４番３号 03-5980-3734 03-5980-3753 第１希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
174438 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 県外 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 03-5419-6022 03-3452-0802 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
174438 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 県外 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 03-5419-6022 03-3452-0802 第２希望 通信機・家電 放送機器
174438 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 県外 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 03-5419-6022 03-3452-0802 第２希望 通信機・家電 家電製品
174438 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 県外 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 03-5419-6022 03-3452-0802 第３希望 その他物品 その他 音響・映像機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 電話交換機
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 放送機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 無線機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 家電製品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 照明器具
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第１希望 通信機・家電 空調機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 消火器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 避難器具
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 防火服・保護具
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102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 非常食
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 警察用品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第３希望 消防・保安用品 防災用品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第４希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第４希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
102771 アヅサ電気工業（株） 代表取締役社長 輪湖　信 県内 船橋市湊町三丁目７番１５号 047-433-1061 047-431-7204 第５希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
174101 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 06-6231-0771 06-6202-3690 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
174101 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 06-6231-0771 06-6202-3690 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174101 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 06-6231-0771 06-6202-3690 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174101 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 06-6231-0771 06-6202-3690 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174101 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 06-6231-0771 06-6202-3690 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170775 ＡＮＥＯＳ（株） 代表取締役 野澤　裕 県外 東京都目黒区中央町一丁目５番１２号 03-5768-8251 03-5768-8261 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170775 ＡＮＥＯＳ（株） 代表取締役 野澤　裕 県外 東京都目黒区中央町一丁目５番１２号 03-5768-8251 03-5768-8261 第２希望 リース その他 気象観測機器
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 消火器
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 避難器具
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
183111 （株）アビック 代表取締役 秋山　英樹 準県内 茨城県水戸市袴塚二丁目４番４６号 029-228-2331 029-226-7250 第１希望 消防・保安用品 防災用品
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第１希望 電算機・電算用品 その他 入退室管理システム・勤怠管理システム・電気錠入退室システム・フォトＩＤカード即時発行システム　等

104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第２希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第２希望 産業用機器及び資材 その他 掃除機・洗浄機・集塵機・駐車場用割引ライター・駐車場カーゲート　等

104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第３希望 文具・事務機器 用紙類
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第３希望 文具・事務機器 事務機器
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第４希望 その他物品 その他 社員証・駐車券　等
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第５希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第５希望 日用雑貨・金物 荒物
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 第５希望 日用雑貨・金物 その他 掃除機用フィルター・集塵機用フィルター
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 消防・保安用品 防犯用品
104136 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 準県内 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441 045-439-1150 リース その他 駐車場管制装置賃貸契約
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第１希望 文具・事務機器 用紙類
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第１希望 文具・事務機器 事務機器
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第２希望 看板・模型 標識
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第３希望 通信機・家電 照明器具
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第３希望 通信機・家電 その他 防犯カメラ
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第４希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
274785 アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 県外 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 045-433-1945 045-433-1404 第５希望 リース その他 駐車場設備機器
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 消火器
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 避難器具
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 非常食
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 警察用品
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第２希望 通信機・家電 照明器具
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第２希望 通信機・家電 空調機器
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第３希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第３希望 日用雑貨・金物 家庭用品
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第３希望 日用雑貨・金物 荒物
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第４希望 不用品買受 自動車
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第４希望 不用品買受 自転車
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 カーテン
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 ブラインド
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 建具
173564 （株）アマラン 代表取締役 立原　三男 県内 千葉市中央区矢作町５４０番地４２ 043-223-5583 043-223-5584 第５希望 室内装飾品 畳
101937 （株）アムス 代表取締役 今村　和雄 県内 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 043-309-8015 043-309-8011 第１希望 看板・模型 看板
101937 （株）アムス 代表取締役 今村　和雄 県内 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 043-309-8015 043-309-8011 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
101937 （株）アムス 代表取締役 今村　和雄 県内 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 043-309-8015 043-309-8011 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
101937 （株）アムス 代表取締役 今村　和雄 県内 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 043-309-8015 043-309-8011 第１希望 看板・模型 その他 観光案内板、公園案内板
274171 （株）新井商店 代表取締役 新井　重樹 県外 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 03-3873-9111 03-3873-9114 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
274171 （株）新井商店 代表取締役 新井　重樹 県外 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 03-3873-9111 03-3873-9114 第１希望 不用品買受 資源物
274171 （株）新井商店 代表取締役 新井　重樹 県外 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 03-3873-9111 03-3873-9114 第２希望 その他物品 ダンボール
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274171 （株）新井商店 代表取締役 新井　重樹 県外 東京都台東区根岸５丁目１４番１３号 03-3873-9111 03-3873-9114 第２希望 その他物品 その他 ペットボトル
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 消火器
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 避難器具
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 非常食
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
407317 荒木防災（株） 代表取締役 荒木　大作 県内 四街道市池花一丁目４番１６号 043-424-7788 043-424-7788 第１希望 消防・保安用品 防災用品
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第１希望 消防・保安用品 その他 防災関連情報通信機器
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第２希望 通信機・家電 その他 防災関連情報通信機器
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第４希望 リース 電算機
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第４希望 リース 電気・通信機器
408516 （株）アルカディア 代表取締役 天白　成一 県外 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 050-5830-0750072-724-0455 第４希望 リース その他 防災関連情報システム機器
183606 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 代表取締役 山岸　高広 県外 東京都大田区山王一丁目３番５号 03-3773-2021 03-3773-7912 第１希望 通信機・家電 その他 緊急通報端末装置
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 消火器
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 避難器具
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 非常食
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 警察用品
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第２希望 消防・保安用品 防災用品
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第３希望 その他物品 ガラス・フィルム
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第３希望 その他物品 食品関係
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第３希望 その他物品 その他 防犯カメラ
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第４希望 リース 医療機器
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第４希望 リース 仮設建物
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 第５希望 看板・模型 看板
173095 ＡＬＳＯＫ千葉（株） 代表取締役社長 黒木　重義 県内 千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号 043-275-7575 043-275-7333 通信機・家電 無線機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 金物
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 工具
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第２希望 文具・事務機器 文房具
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第２希望 文具・事務機器 用紙類
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第２希望 文具・事務機器 事務機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第３希望 室内装飾品 カーテン
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第３希望 室内装飾品 ブラインド
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第５希望 記念品・贈答品 販促用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 第５希望 記念品・贈答品 記念品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 書籍・教材 楽器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 書籍・教材 ミシン・編み機
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 理化学機器 電気計測器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 消防・保安用品 防犯用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 消防・保安用品 防災用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 靴・革製品 革靴
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 靴・革製品 作業靴・安全靴
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 靴・革製品 手袋
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 車両 タイヤ
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 車両 自動車用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 家具・什器 木製家具・什器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 家具・什器 スチール製家具・什器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 看板・模型 黒板
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 通信機・家電 無線機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 通信機・家電 家電製品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 通信機・家電 照明器具
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 通信機・家電 空調機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 燃料・電力 潤滑油
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 運動用品 レジャー用品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 水道・ガス用資材 バルブ
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404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 水道・ガス用資材 ろ過材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 水道・ガス用資材 ガス用資材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 土木・建築用機器及び資材 木材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 土木・建築用機器及び資材 セメント
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 農業用機器及び資材 農機具
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 農業用機器及び資材 園芸用資材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 金属加工用機械
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 木工用機械
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 産業用ロボット
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 電動工具
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 その他物品 食品関係
404375 （株）アルバ 代表取締役 山田　輝好 県内 富里市根木名８５３番地１０ 0476-85-7912 0476-85-7913 その他物品 ダンボール
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 第２希望 印刷・製本 地図印刷
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 第３希望 文具・事務機器 用紙類
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 第４希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
130622 （株）アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役 川森　晃 県外 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 011-662-3331 011-666-8049 写真機 写真機
273102 アルフォーインターナショナル（株） 代表取締役 柏木　龍雄 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-3698 043-213-3618 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋
170549 アルフレッサ（株） 代表取締役 増永　孝一 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 03-3292-3331 03-3292-3339 第１希望 薬品 治療用医薬品
170549 アルフレッサ（株） 代表取締役 増永　孝一 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 03-3292-3331 03-3292-3339 第１希望 薬品 検査試薬
170549 アルフレッサ（株） 代表取締役 増永　孝一 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 03-3292-3331 03-3292-3339 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170549 アルフレッサ（株） 代表取締役 増永　孝一 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 03-3292-3331 03-3292-3339 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170549 アルフレッサ（株） 代表取締役 増永　孝一 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 03-3292-3331 03-3292-3339 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第１希望 不用品買受 金属くず
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第１希望 不用品買受 自転車
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第１希望 不用品買受 資源物
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第２希望 日用雑貨・金物 金物
401600 アンビ環境（株） 代表取締役 岩瀬　清高 県内 南房総市和田町中三原１０００番地 0470-47-5777 0470-27-5891 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 消火器
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 避難器具
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 非常食
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 警察用品
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第１希望 消防・保安用品 防災用品
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 電話交換機
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 放送機器
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 無線機器
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 家電製品
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 照明器具
103035 Ｅ＆Ｅシステム（株） 代表取締役 伊藤　和彦 県内 千葉市中央区末広一丁目１番２号 043-202-0119 043-221-4557 第２希望 通信機・家電 空調機器
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第１希望 文具・事務機器 文房具
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第１希望 文具・事務機器 用紙類
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第１希望 文具・事務機器 事務機器
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第２希望 書籍・教材 教材
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第２希望 書籍・教材 教育機器
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第３希望 日用雑貨・金物 家庭用品
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第４希望 運動用品 運動用品
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第４希望 運動用品 その他 グラウンド用白線材
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第５希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第５希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第５希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 第５希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 記念品・贈答品 バッジ・メダル
409784 （株）ＥＭＣ商事 代表取締役 泉水　敏平 県内 千葉市中央区亥鼻三丁目６番６号　イズミ亥鼻ビル４階 043-225-0008 043-225-0009 その他物品 遊具
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 液体分析機器
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170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 顕微鏡
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 電気計測器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 測量機器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 度量衡
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第１希望 理化学機器 実験用機器・什器
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第２希望 薬品 検査試薬
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第２希望 薬品 培地
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170809 （株）ｉ‐ｏｎ 代表取締役 細井　菜穂子 県内 千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号 043-243-9729 043-246-5653 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174007 イカリ消毒（株） 代表取締役 黒澤　秀行 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２７番１１号 03-3356-6191 03-3350-1405 第１希望 薬品 検査試薬
174007 イカリ消毒（株） 代表取締役 黒澤　秀行 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２７番１１号 03-3356-6191 03-3350-1405 第１希望 薬品 培地
174007 イカリ消毒（株） 代表取締役 黒澤　秀行 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２７番１１号 03-3356-6191 03-3350-1405 第１希望 薬品 水道用薬品
174007 イカリ消毒（株） 代表取締役 黒澤　秀行 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２７番１１号 03-3356-6191 03-3350-1405 第１希望 薬品 防疫剤
174007 イカリ消毒（株） 代表取締役 黒澤　秀行 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２７番１１号 03-3356-6191 03-3350-1405 第２希望 その他物品 その他 害虫駆除資材他
174127 イカリ消毒茂原（株） 代表取締役 黒澤　耕作 県内 茂原市高師町三丁目１６番地７ 0475-24-5126 0475-24-5127 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第２希望 文具・事務機器 用紙類
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第２希望 文具・事務機器 事務機器
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第３希望 リース 電算機
405315 （株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 県外 石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 076-268-8311 076-268-5442 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第２希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第３希望 産業用機器及び資材 木工用機械
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第４希望 消防・保安用品 消火器
171926 （株）石川商会 代表取締役 安達　俊介 県内 いすみ市大原９４０４番地 0470-62-0027 0470-62-9288 第５希望 理化学機器 度量衡
103237 石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 県外 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 03-6848-7851 03-6848-7905 第１希望 産業用機器及び資材 その他 水処理用機器（脱水機・ろ過機・ポンプ等）及びその部品
103237 石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 県外 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 03-6848-7851 03-6848-7905 第２希望 薬品 工業薬品
103237 石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 県外 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 03-6848-7851 03-6848-7905 第２希望 薬品 水道用薬品
103237 石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 県外 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 03-6848-7851 03-6848-7905 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
103237 石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 県外 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 03-6848-7851 03-6848-7905 第３希望 水道・ガス用資材 その他 ろ過布
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 水道メーター
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 水道管
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第２希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 木材
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第３希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第４希望 リース 寝具・オムツ
102451 （有）石田水道工事店 代表取締役 石田　成英 県内 茂原市小林２９４１番地の１８ 0475-25-0221 0475-25-0223 第４希望 リース その他 介護用機器
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第１希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第１希望 記念品・贈答品 販促用品
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第１希望 記念品・贈答品 記念品
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第１希望 記念品・贈答品 その他 ストラップ，キーホルダー，ピンバッチ，ぬいぐるみ等
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第２希望 文具・事務機器 文房具
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第２希望 文具・事務機器 その他 クリアファイル，下敷き，鉛筆，消しゴム等
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第３希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第３希望 繊維・寝具 その他 オリジナルＴシャツ，フリース，ポロシャツ，ボタンダンシャツ等
400138 （株）イシワタ 代表取締役 石綿　竹一 県内 富津市富津２３５５番地３ 0439-87-2801 0439-87-2713 第４希望 その他物品 その他 ストラップ，キーホルダー，ピンバッチ，ぬいぐるみ等
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 貨物自動車
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 バス
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 特殊車
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 特種用途自動車
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 自動車修理
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 タイヤ
171165 いすゞ自動車首都圏（株） 代表取締役社長 小河原　靖夫 準県内 東京都江東区新木場１丁目１８番１４号 03-3522-4700 03-3522-4709 第１希望 車両 自動車用品
405956 いすゞリーシングサービス（株） 代表取締役 堺　裕善 県外 東京都品川区南大井六丁目２２番７号 03-5764-5157 03-5764-5146 第１希望 リース 自動車・船舶
400880 （株）イズミ 代表取締役 泉　正人 県外 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５ 042-798-7011 042-798-1500 第１希望 消防・保安用品 防災用品
400880 （株）イズミ 代表取締役 泉　正人 県外 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５ 042-798-7011 042-798-1500 第１希望 消防・保安用品 その他 ＬＥＤ無停電電源装置
400880 （株）イズミ 代表取締役 泉　正人 県外 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５ 042-798-7011 042-798-1500 第２希望 産業用機器及び資材 その他 濾過機
400880 （株）イズミ 代表取締役 泉　正人 県外 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５ 042-798-7011 042-798-1500 第３希望 通信機・家電 照明器具
400880 （株）イズミ 代表取締役 泉　正人 県外 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５ 042-798-7011 042-798-1500 第３希望 通信機・家電 その他 省エネ機器
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第１希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第１希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第１希望 記念品・贈答品 販促用品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第１希望 記念品・贈答品 記念品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第２希望 薬品 検査試薬
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第２希望 薬品 工業薬品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第２希望 薬品 水道用薬品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第２希望 薬品 防疫剤
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 活版印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 特殊印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 地図印刷
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第３希望 印刷・製本 電子出版
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第４希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第４希望 消防・保安用品 非常食
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第４希望 消防・保安用品 警察用品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第４希望 消防・保安用品 防災用品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第５希望 靴・革製品 革靴
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第５希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第５希望 靴・革製品 手袋
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第５希望 靴・革製品 雨衣
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 第５希望 靴・革製品 皮革製品
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 文具・事務機器 文房具
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 文具・事務機器 用紙類
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 文具・事務機器 事務機器
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 文具・事務機器 印章
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 作業服・事務服
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 帽子
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 白衣
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 寝具
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 繊維・寝具 天幕
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 日用雑貨・金物 食器
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 日用雑貨・金物 塗料
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 看板・模型 看板
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 看板・模型 のぼり・旗・たすき
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 看板・模型 横断幕・懸垂幕
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 看板・模型 ナンバープレート
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 その他物品 食品関係
408607 井関産業（株） 代表取締役社長 安並　潤 県内 浦安市当代島一丁目１８番２号 047-351-4147 047-352-5249 その他物品 ダンボール
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第１希望 不用品買受 金属くず
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第１希望 不用品買受 資源物
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第１希望 不用品買受 その他 ペットボトル等
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第２希望 その他物品 ごみ処理装置
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第２希望 その他物品 その他 ゴミ袋、ｐｐバンド等
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第３希望 薬品 工業薬品
100810 （株）市川環境エンジニアリング 代表取締役 岩楯　保 県内 市川市田尻二丁目１１番２５号 047-376-1711 047-370-3749 第３希望 薬品 その他 消石灰等
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第１希望 リース 自動車・船舶
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第１希望 リース その他 空調設備・監視カメラ
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第３希望 通信機・家電 照明器具
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第３希望 通信機・家電 空調機器
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第４希望 車両 乗用車
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第４希望 車両 貨物自動車
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第４希望 車両 軽自動車
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270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第４希望 車両 バス
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第４希望 車両 特殊車
270155 （株）イチネンＴＤリース 代表取締役 黒田　勝彦 県外 東京都港区三田三丁目１３番１６号 03-6371-8606 03-6371-8613 第５希望 文具・事務機器 事務機器
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第１希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第１希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第１希望 記念品・贈答品 販促用品
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第１希望 記念品・贈答品 記念品
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第２希望 看板・模型 看板
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170489 （株）イデア工房 代表取締役 山田　誠 県内 千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３ 043-265-4321 043-265-4322 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第１希望 家具・什器 特注家具
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第２希望 文具・事務機器 文房具
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第２希望 文具・事務機器 用紙類
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第２希望 文具・事務機器 事務機器
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第２希望 文具・事務機器 印章
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第４希望 その他物品 ガラス・フィルム
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第４希望 その他物品 ダンボール
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 カーテン
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 ブラインド
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 建具
171201 （株）イトーキ 代表取締役社長 平井　嘉朗 準県内 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 03-6910-3913 第５希望 室内装飾品 畳
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第１希望 文具・事務機器 その他 図書館用品事務用品
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第２希望 家具・什器 特注家具
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第３希望 その他物品 その他 図書盗難防止機能
172535 （株）伊藤伊 代表取締役 伊藤　嘉英 県外 東京都文京区湯島二丁目４番１０号 03-5689-6230 03-5689-6232 第４希望 印刷・製本 その他 図書補修用品
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 看板
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 標識
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 黒板
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第２希望 繊維・寝具 天幕
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
270707 稲垣興業（株） 代表取締役 菊地　貴 県内 成田市東町１５６番地の６ 0476-22-2557 0476-22-4135 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171920 （有）井上農機商会 代表取締役 井上　和政 県内 いすみ市岬町椎木１７９３番地 0470-87-2823 0470-87-2233 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
171920 （有）井上農機商会 代表取締役 井上　和政 県内 いすみ市岬町椎木１７９３番地 0470-87-2823 0470-87-2233 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
171920 （有）井上農機商会 代表取締役 井上　和政 県内 いすみ市岬町椎木１７９３番地 0470-87-2823 0470-87-2233 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第１希望 医療用機器・衛生材料
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 気体分析機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 液体分析機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 化学分析機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 顕微鏡
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 電気計測器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 測量機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 度量衡
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 治療用医薬品
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 検査試薬
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 培地
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 医療用ガス
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 工業薬品
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第３希望 薬品 防疫剤
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170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第５希望 リース 医療機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 消防・保安用品 防火服・保護具
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 消防・保安用品 防災用品
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 家具・什器 スチール製家具・什器
170677 （株）イノメディックス 代表取締役 二之宮　義泰 県外 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 03-3814-3645 03-3815-8811 通信機・家電 無線機器
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
274676 （株）茨城計算センター 代表取締役社長 今井　信幸 県外 茨城県日立市森山町四丁目８番２号 0294-52-2261 0294-52-4618 第２希望 リース 電算機
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第１希望 繊維・寝具 天幕
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第２希望 記念品・贈答品 記念品
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第３希望 通信機・家電 無線機器
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第３希望 通信機・家電 照明器具
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第４希望 リース 仮設建物
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第５希望 看板・模型 看板
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 消防・保安用品 防災用品
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 運動用品 運動用品
183777 （株）イベント・コミュニケーションズ 代表取締役 太田　一哉 県内 木更津市潮浜一丁目１７番地２１ 0438-30-2611 0438-30-2612 運動用品 レジャー用品
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第１希望 リース その他 テント、テーブル、パイプイス、運動会用具
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第２希望 看板・模型 看板
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第３希望 繊維・寝具 天幕
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第４希望 その他物品 選挙備品
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 第４希望 その他物品 その他 紅白幕、テープカット用品、くす玉
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 室内装飾品 じゅうたん
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 室内装飾品 緞帳・暗幕
171298 （株）イベントサービス 代表取締役 川島　清武 県内 千葉市中央区星久喜町１４０１番地 043-268-7878 043-268-7890 室内装飾品 簡易間仕切り
408501 （株）ＩＭＡＧＩＮＥ 代表取締役 平井　輝幸 県外 神奈川県藤沢市遠藤４２２９番１号　慶應義塾大学ｅ‐ケア・スタジオ 0466-21-8550 0466-21-8502 第１希望 その他物品 その他 ストレスチェック業務
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第１希望 書籍・教材 教材
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第１希望 書籍・教材 教育機器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第２希望 文具・事務機器 文房具
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第２希望 文具・事務機器 用紙類
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第２希望 文具・事務機器 事務機器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第２希望 文具・事務機器 印章
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第４希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第４希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 記念品・贈答品 バッジ・メダル
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 記念品・贈答品 記念品
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 理化学機器 顕微鏡
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 看板・模型 黒板
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 看板・模型 のぼり・旗・たすき
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 看板・模型 横断幕・懸垂幕
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 運動用品 運動用品
401946 （有）イマゼキ 代表取締役 今関　芳雄 県内 茂原市茂原５９６番地 0475-26-0443 0475-23-0825 運動用品 体育器具
101938 （株）彩 代表取締役 中島　康浩 県内 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 043-214-0566 043-214-0810 第１希望 看板・模型 看板
101938 （株）彩 代表取締役 中島　康浩 県内 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 043-214-0566 043-214-0810 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
101938 （株）彩 代表取締役 中島　康浩 県内 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 043-214-0566 043-214-0810 第１希望 看板・模型 黒板
101938 （株）彩 代表取締役 中島　康浩 県内 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 043-214-0566 043-214-0810 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170724 （株）岩瀬歯科商会 代表取締役 加藤　大慶 準県内 東京都台東区台東二丁目２３番７号 03-3832-8241 03-3832-8242 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170724 （株）岩瀬歯科商会 代表取締役 加藤　大慶 準県内 東京都台東区台東二丁目２３番７号 03-3832-8241 03-3832-8242 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170724 （株）岩瀬歯科商会 代表取締役 加藤　大慶 準県内 東京都台東区台東二丁目２３番７号 03-3832-8241 03-3832-8242 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170724 （株）岩瀬歯科商会 代表取締役 加藤　大慶 準県内 東京都台東区台東二丁目２３番７号 03-3832-8241 03-3832-8242 第２希望 薬品 治療用医薬品

13／141



令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第１希望 薬品 治療用医薬品
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第１希望 薬品 検査試薬
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第１希望 薬品 培地
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第１希望 薬品 医療用ガス
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第１希望 薬品 防疫剤
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170533 岩渕薬品（株） 代表取締役 岩渕　琢磨 県内 佐倉市鏑木町５１番地 043-236-7707 043-236-6007 第３希望 日用雑貨・金物 その他 除菌消臭剤
170832 （株）イング 代表取締役 掛村　隆三 県外 東京都足立区千住宮元町１４番１号 03-5813-5710 03-3881-1171 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170832 （株）イング 代表取締役 掛村　隆三 県外 東京都足立区千住宮元町１４番１号 03-5813-5710 03-3881-1171 第２希望 理化学機器 化学分析機器
170832 （株）イング 代表取締役 掛村　隆三 県外 東京都足立区千住宮元町１４番１号 03-5813-5710 03-3881-1171 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第１希望 書籍・教材 教材
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第１希望 書籍・教材 教育機器
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第１希望 書籍・教材 その他 電子黒板、
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第２希望 文具・事務機器 事務機器
183674 （株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 準県内 東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 03-5259-0070 03-5259-0075 第２希望 文具・事務機器 その他 ＩＤカードプリンター
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第２希望 リース 電算機
400020 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 勝　栄二郎 県外 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 03-5205-6762 第２希望 リース その他 サーバ、ネットワーク機器
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第１希望 写真機 写真機
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第１希望 写真機 フィルム
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第１希望 写真機 その他 マイクロフィルム及び関連商品
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第２希望 文具・事務機器 用紙類
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第２希望 文具・事務機器 事務機器
181101 （株）インフォマージュ 代表取締役 井上　雅晶 県外 東京都中央区勝どき二丁目１８番１号 03-5546-0601 03-5546-0610 第２希望 文具・事務機器 その他 文書保存箱
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第２希望 リース 電算機
171417 （株）インフォマティクス 代表取締役 齊藤　大地 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ 044-520-0850 044-520-0845 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
400213 （株）ウェルクル 代表取締役 田中　学 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 06-6484-7321 06-6484-7657 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 医療用機器
400213 （株）ウェルクル 代表取締役 田中　学 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 06-6484-7321 06-6484-7657 第２希望 文具・事務機器 事務機器
400213 （株）ウェルクル 代表取締役 田中　学 県外 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ 06-6484-7321 06-6484-7657 第３希望 書籍・教材 書籍
274735 ウエストロー・ジャパン（株） 代表取締役 ヨンソン・バン 県外 東京都港区西新橋三丁目１６番１１号 03-4589-1900 03-4589-1901 第１希望 その他物品 その他 「法律総合オンラインサービス」の提供
104570 （株）ウォーターエージェンシー 代表取締役社長 榊原　秀明 準県内 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4010 03-3267-4409 第１希望 薬品 工業薬品
104570 （株）ウォーターエージェンシー 代表取締役社長 榊原　秀明 準県内 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4010 03-3267-4409 第１希望 薬品 水道用薬品
104570 （株）ウォーターエージェンシー 代表取締役社長 榊原　秀明 準県内 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4010 03-3267-4409 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
104570 （株）ウォーターエージェンシー 代表取締役社長 榊原　秀明 準県内 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4010 03-3267-4409 第３希望 その他物品 その他 水処理機械・器具
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第１希望 文具・事務機器 文房具
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第１希望 文具・事務機器 用紙類
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第１希望 文具・事務機器 事務機器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第２希望 家具・什器 特注家具
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第４希望 室内装飾品 カーテン
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第４希望 室内装飾品 ブラインド
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 第４希望 室内装飾品 簡易間仕切り
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 電話交換機
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 放送機器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 無線機器
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 照明器具
204149 ウチダエスコ（株） 代表取締役社長 江口　英則 県外 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5639-2221 03-5639-2208 通信機・家電 空調機器
274946 （株）内田化工 代表取締役 内田　尚武 県外 茨城県小美玉市堅倉１５８０番地９ 0299-48-1101 0299-48-1447 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋
274946 （株）内田化工 代表取締役 内田　尚武 県外 茨城県小美玉市堅倉１５８０番地９ 0299-48-1101 0299-48-1447 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
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274946 （株）内田化工 代表取締役 内田　尚武 県外 茨城県小美玉市堅倉１５８０番地９ 0299-48-1101 0299-48-1447 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
274946 （株）内田化工 代表取締役 内田　尚武 県外 茨城県小美玉市堅倉１５８０番地９ 0299-48-1101 0299-48-1447 水道・ガス用資材 その他 水道検診
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第１希望 電算機・電算用品 その他 図書館用装備品
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第２希望 家具・什器 特注家具
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第２希望 家具・什器 その他 図書館用什器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第３希望 文具・事務機器 事務機器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第４希望 リース 電算機
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第４希望 リース その他 電算システムソフト
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第５希望 看板・模型 黒板
171481 （株）内田洋行 代表取締役 大久保　昇 県外 東京都中央区新川二丁目４番７号 03-3555-4064 03-3555-4622 第５希望 看板・模型 その他 電子黒板　デジタルサイン
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第１希望 消防・保安用品 非常食
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第３希望 通信機・家電 空調機器
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第４希望 水道・ガス用資材 水道メーター
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第４希望 水道・ガス用資材 バルブ
100510 ウッドテック（株） 代表取締役 小野寺　弘行 県内 印西市小林３９９０番地１ 0476-97-2551 0476-97-2559 第４希望 水道・ガス用資材 水道管
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 電話交換機
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 放送機器
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 無線機器
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 家電製品
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 照明器具
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第１希望 通信機・家電 空調機器
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第３希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第４希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
102042 （株）ウラデン 代表取締役 朝生　勇 県内 浦安市猫実三丁目１８番２４号 047-355-2901 047-352-5915 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 電話交換機
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 放送機器
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 無線機器
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 家電製品
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 照明器具
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第１希望 通信機・家電 空調機器
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第３希望 消防・保安用品 消火器
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第４希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第４希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
100769 浦安電設（株） 代表取締役 小林　隆逸 県内 船橋市栄町二丁目３番９号 047-434-2310 047-432-1709 第４希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 消火器
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 避難器具
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 非常食
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第１希望 消防・保安用品 防災用品
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 電話交換機
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 放送機器
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 無線機器
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 家電製品
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 照明器具
105916 エー・エス・ジ（株） 代表取締役 天井　昭夫 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-467-6998 047-459-9119 第２希望 通信機・家電 空調機器
405680 ＡＳロカス（株） 代表取締役社長 谷　勝博 県内 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 043-203-5301 043-302-2077 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405680 ＡＳロカス（株） 代表取締役社長 谷　勝博 県内 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 043-203-5301 043-302-2077 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405680 ＡＳロカス（株） 代表取締役社長 谷　勝博 県内 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 043-203-5301 043-302-2077 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405680 ＡＳロカス（株） 代表取締役社長 谷　勝博 県内 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 043-203-5301 043-302-2077 第２希望 リース 電算機
409860 エーシーテクノサンヨー（株） 代表取締役 岩元　孝 県外 埼玉県さいたま市北区日進町三丁目５９７番地１ 048-652-4449 第１希望 通信機・家電 空調機器
412654 ＡＣライフダクトカンパニー（株） 代表取締役 石川　敬祐 県外 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 03-5212-4150 03-5212-4151 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
412654 ＡＣライフダクトカンパニー（株） 代表取締役 石川　敬祐 県外 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 03-5212-4150 03-5212-4151 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
412654 ＡＣライフダクトカンパニー（株） 代表取締役 石川　敬祐 県外 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 03-5212-4150 03-5212-4151 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 常温合材：速乾性アスファルト・コンクリート補修材：アスファルトシート

412654 ＡＣライフダクトカンパニー（株） 代表取締役 石川　敬祐 県外 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 03-5212-4150 03-5212-4151 第２希望 消防・保安用品 その他 油液体吸着剤：油吸着マット：オイルフェンス
412654 ＡＣライフダクトカンパニー（株） 代表取締役 石川　敬祐 県外 東京都千代田区平河町二丁目１２番１８号 03-5212-4150 03-5212-4151 第３希望 燃料・電力 潤滑油
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
404672 ＡＧＳ（株） 代表取締役 原　俊樹 県外 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番２５号 048-825-6023 048-825-6058 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
275318 （株）エース 代表取締役 阪本　憲 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-20-3600 0475-20-3400 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
275318 （株）エース 代表取締役 阪本　憲 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-20-3600 0475-20-3400 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
275318 （株）エース 代表取締役 阪本　憲 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-20-3600 0475-20-3400 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
275318 （株）エース 代表取締役 阪本　憲 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-20-3600 0475-20-3400 第１希望 印刷・製本 活版印刷
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第１希望 農業用機器及び資材 その他 農業用資材
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第２希望 理化学機器 電気計測器
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第３希望 写真機 その他 センサーカメラ
408652 （同）ＡＭＡＣ 代表社員 浅田　正彦 県内 佐倉市岩富町４５５番地１ 043-498-5151 043-498-5151 第４希望 その他物品 食品関係
375552 エア・ウォーター・メディカル（株） 代表取締役社長 山田　佳弘 県外 東京都品川区西五反田二丁目１２番３号 03-5759-3868 03-5487-3055 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 酸素濃縮機器、携帯用酸素ボンベ、携帯用輸液ポンプ
375552 エア・ウォーター・メディカル（株） 代表取締役社長 山田　佳弘 県外 東京都品川区西五反田二丁目１２番３号 03-5759-3868 03-5487-3055 第２希望 薬品 医療用ガス
173226 （株）エアリー 代表取締役 山本　成人 県内 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 043-304-6617 043-304-6627 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173226 （株）エアリー 代表取締役 山本　成人 県内 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 043-304-6617 043-304-6627 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173226 （株）エアリー 代表取締役 山本　成人 県内 千葉市中央区富士見二丁目１０番６号 043-304-6617 043-304-6627 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第１希望 印刷・製本 電子出版
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第３希望 看板・模型 看板
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第３希望 看板・模型 標識
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170078 （株）エイエイピー 代表取締役 土屋　康一 県外 静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 054-284-8333 054-284-8870 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第１希望 消防・保安用品 その他 オイルフェンス、ゴムマット、シルトフェンス、防舷材、マンホールパッキン

404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 ワイヤーロープ、金網、アイナット
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第３希望 その他物品 その他 救命胴衣、救命浮環、フロート、ブイ
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第４希望 看板・模型 標識
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第４希望 看板・模型 その他 工事用看板、案内板、杭キャップ
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第５希望 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満）
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第５希望 船舶・航空機 ボート
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第５希望 船舶・航空機 船舶用品
404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 第５希望 船舶・航空機 その他 浮標、船外機、フェンダー、クリート、ボラード、係船曲柱、係船柱

404302 （株）栄進 代表取締役 今　知也 県外 東京都墨田区横川四丁目１１番６号 03-5637-6350 03-5637-6351 運動用品 その他 防球ネット
411673 （株）エイジス 代表取締役社長 齋藤　昭生 県内 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 043-350-0888 043-350-0800 第１希望 不用品買受 その他 期限切れ災害備蓄品
411673 （株）エイジス 代表取締役社長 齋藤　昭生 県内 千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４ 043-350-0888 043-350-0800 第２希望 その他物品 その他 災害備蓄品の棚卸、メンテナンス
104699 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 代表取締役 飯田　一郎 県外 東京都小平市御幸町３２番地 042-320-5931 042-320-5700 第１希望 通信機・家電 無線機器
104699 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 代表取締役 飯田　一郎 県外 東京都小平市御幸町３２番地 042-320-5931 042-320-5700 第１希望 通信機・家電 その他 監視カメラ機器
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 第１希望 理化学機器 測量機器
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 第１希望 理化学機器 その他 モバトラ
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 第２希望 リース その他 モバトラ
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 第３希望 印刷・製本 地図印刷
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 第４希望 記念品・贈答品 記念品
132192 （株）エイテック 代表取締役 橘　義規 県外 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 03-6311-8151 03-6311-8155 その他物品 その他 地図印刷
101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第１希望 通信機・家電 照明器具
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101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第１希望 通信機・家電 空調機器
101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第３希望 写真機 写真機
101190 （株）栄電社 代表取締役 中川　誠 県内 千葉市中央区星久喜町１４５番地１ 043-208-2030 043-208-3050 第３希望 写真機 映写機
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第１希望 通信機・家電 放送機器
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第１希望 通信機・家電 照明器具
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第１希望 通信機・家電 その他 ＬＥＤ電球
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 消火器
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 避難器具
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 非常食
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第２希望 消防・保安用品 防災用品
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第３希望 リース その他 ＬＥＤ電球
181177 （株）エイド 代表取締役 齋藤　豊 県内 千葉市中央区新宿一丁目５番２３号 043-302-8001 043-302-8002 第４希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 心肺蘇生訓練人形
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第２希望 消防・保安用品 避難器具
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第２希望 消防・保安用品 その他 感染防止衣
170685 エイバン商事（株） 代表取締役 武内　淳一 県外 東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 03-5940-7066 03-5976-2477 第３希望 薬品 その他 医療用薬品救命士用
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410025 （株）エイビス 代表取締役社長 吉武　俊一 県外 大分県大分市金池町三丁目３番１１号 097-536-0999 097-536-0998 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第１希望 消防・保安用品 警察用品
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第１希望 消防・保安用品 防災用品
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第２希望 看板・模型 看板
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器等高度管理医療機器
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 第４希望 運動用品 体育器具
274186 （株）エイム 代表取締役 堀江　忍 県外 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号 048-882-0901 048-882-1514 リース 医療機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 非常食
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 警察用品
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第２希望 消防・保安用品 防災用品
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第３希望 理化学機器 化学分析機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第３希望 理化学機器 測量機器
410869 栄和産業（株） 代表取締役 追手　直樹 県外 東京都江東区深川１丁目１番５号 03-6458-5071 03-6458-5120 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
406777 （株）エクエコ 代表取締役 小林　宏 県内 柏市高柳８６３番地１ 04-7193-5893 04-7193-5892 第１希望 通信機・家電 空調機器
406777 （株）エクエコ 代表取締役 小林　宏 県内 柏市高柳８６３番地１ 04-7193-5893 04-7193-5892 第２希望 その他物品 その他 フィルター
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 消火器
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 避難器具
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 非常食
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第１希望 消防・保安用品 防災用品
409084 （株）エコケミカルジャパン 代表取締役 中村　祐哉 県外 東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号 03-6802-6873 03-6802-6874 第２希望 車両 特種用途自動車
410370 エコサイクル（株） 代表取締役 シュリハリ・チャンドラガトギ 県外 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル 03-6661-1875 03-6661-1535 第１希望 その他物品 その他 土壌汚染調査、土壌汚染浄化剤、地盤調査
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第１希望 通信機・家電 放送機器
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第１希望 通信機・家電 無線機器
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第１希望 通信機・家電 その他 空中線　　アンテナ
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第２希望 消防・保安用品 警察用品
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第２希望 消防・保安用品 防災用品
404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
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404612 （株）エコス 代表取締役 榎本　紳一郎 県内 木更津市文京五丁目５番１号 0438-23-1148 0438-22-3635 第３希望 理化学機器 電気計測器
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第１希望 その他物品 選挙備品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第１希望 その他物品 遊具
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第１希望 その他物品 その他 ベンチ・車止め・パーゴラ・屋外卓・木橋
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第２希望 運動用品 運動用品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第２希望 運動用品 体育器具
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 看板
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 標識
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 黒板
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 模型・展示品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第３希望 看板・模型 その他 モニュメント・テント・シール
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第４希望 記念品・贈答品 記念品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第４希望 記念品・贈答品 その他 モニュメント
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 木材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 第５希望 土木・建築用機器及び資材 その他 木チップ
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 日用雑貨・金物 工具
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 日用雑貨・金物 塗料
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 日用雑貨・金物 荒物
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 家具・什器 木製家具・什器
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 家具・什器 スチール製家具・什器
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 家具・什器 特注家具
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 カーテン
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 ブラインド
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 緞帳・暗幕
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 簡易間仕切り
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 建具
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 室内装飾品 畳
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 農業用機器及び資材 種苗・種子
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 農業用機器及び資材 園芸用資材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 産業用機器及び資材 木工用機械
402604 （株）エコロード 代表取締役 平山　道子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目４８番地５ 043-292-5001 043-291-1013 産業用機器及び資材 電動工具
173884 （株）エスアールエル 代表取締役 東　俊一 県外 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 03-6279-0939 03-6279-0978 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 臨床検査受託に伴う採血管等の資材販売
173884 （株）エスアールエル 代表取締役 東　俊一 県外 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 03-6279-0939 03-6279-0978 第２希望 リース その他 臨床検査システム、臨床検査機器
106025 （株）エス・アイ・シー 代表取締役 麻見　浩史 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-301-8822 043-301-8839 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
106025 （株）エス・アイ・シー 代表取締役 麻見　浩史 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-301-8822 043-301-8839 第２希望 その他物品 その他 上下水道用電気・計装品
412674 （株）ＥＤＵＣＯＭ 代表取締役ＣＥＯ 柳瀬　貴夫 県外 愛知県春日井市如意申町七丁目７番地５ 0568-35-7601 第１希望 その他物品 その他 ライセンス
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第１希望 リース 電算機
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第１希望 リース 医療機器
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第１希望 リース 電気・通信機器
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第１希望 リース その他 事務用什器・厨房機器・照明器具・厨房機器
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第３希望 通信機・家電 照明器具
172197 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役 今関　智雄 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6720-8400 03-6720-8452 第３希望 通信機・家電 空調機器
171445 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 代表取締役　執行役員社長 杉山　清 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 03-5534-2244 03-5534-2243 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171445 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 代表取締役　執行役員社長 杉山　清 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 03-5534-2244 03-5534-2243 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171445 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 代表取締役　執行役員社長 杉山　清 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 03-5534-2244 03-5534-2243 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171445 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 代表取締役　執行役員社長 杉山　清 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 03-5534-2244 03-5534-2243 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171445 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 代表取締役　執行役員社長 杉山　清 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 03-5534-2244 03-5534-2243 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171463 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 代表取締役 團　博己 県外 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-5730-5000 03-5730-5037 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171463 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 代表取締役 團　博己 県外 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-5730-5000 03-5730-5037 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171463 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 代表取締役 團　博己 県外 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-5730-5000 03-5730-5037 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171463 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 代表取締役 團　博己 県外 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-5730-5000 03-5730-5037 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171463 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 代表取締役 團　博己 県外 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-5730-5000 03-5730-5037 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第１希望 通信機・家電 電話交換機
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第１希望 通信機・家電 放送機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第１希望 通信機・家電 無線機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第１希望 通信機・家電 その他 衛星通信機器、基地局通信機器、インターネット関連機器
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104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第２希望 電算機・電算用品 その他 ＰＣサーバ
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第３希望 車両 特種用途自動車
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第３希望 車両 その他 移動交番車、教育車、サインカー
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第４希望 リース 電算機
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第４希望 リース 電気・通信機器
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
104679 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 準県内 東京都文京区後楽二丁目６番１号 03-6699-7000 03-6699-7469 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第２希望 通信機・家電 照明器具
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第３希望 文具・事務機器 文房具
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第３希望 文具・事務機器 用紙類
103303 ＮＥＣフィールディング（株） 代表取締役 中江　靖之 準県内 東京都港区三田一丁目４番２８号 03-3457-7101 03-5440-7813 第３希望 文具・事務機器 事務機器
103306 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 代表取締役 大橋　一三 県外 東京都渋谷区神山町４番１４号 03-3481-7820 第１希望 その他物品 その他 デジタル放送用各種測定器　臨時災害放送局装置　ギャップフィラー用電波電搬実験局等

174293 エヌケイ産業（株） 代表取締役 磯部　淳一 県内 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 043-286-2960 043-258-5962 第１希望 通信機・家電 空調機器
174293 エヌケイ産業（株） 代表取締役 磯部　淳一 県内 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 043-286-2960 043-258-5962 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
174293 エヌケイ産業（株） 代表取締役 磯部　淳一 県内 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 043-286-2960 043-258-5962 第２希望 水道・ガス用資材 水道管
174293 エヌケイ産業（株） 代表取締役 磯部　淳一 県内 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 043-286-2960 043-258-5962 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
174293 エヌケイ産業（株） 代表取締役 磯部　淳一 県内 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 043-286-2960 043-258-5962 第２希望 水道・ガス用資材 パイプ
131394 （株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-4355 03-6324-4356 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第１希望 理化学機器 その他 光分析機器、放射能測定器
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第２希望 電算機・電算用品 その他 ネットワーク機器
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第３希望 通信機・家電 電話交換機
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第３希望 通信機・家電 無線機器
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第３希望 通信機・家電 その他 ＴＶ会議システム等
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第４希望 産業用機器及び資材 その他 無停電電源装置等
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第５希望 リース 電算機
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
275236 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 代表取締役 木村　丈治 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 044-589-6365 044-541-1325 第５希望 リース 電気・通信機器
173312 ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 県外 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 03-3350-5171 03-3350-5562 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
173312 ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 県外 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 03-3350-5171 03-3350-5562 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173312 ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 県外 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 03-3350-5171 03-3350-5562 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173312 ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 県外 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 03-3350-5171 03-3350-5562 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173312 ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 県外 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 03-3350-5171 03-3350-5562 第１希望 電算機・電算用品 その他 自社製パッケージソフトウェアの販売
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第１希望 電算機・電算用品 その他 情報処理システム等、ルータ等、ネットワーク製品
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第２希望 リース 電算機
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第２希望 リース 電気・通信機器
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第２希望 リース その他 情報処理システム等
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第３希望 通信機・家電 電話交換機
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第３希望 通信機・家電 無線機器
410733 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） 代表取締役社長 田村　浩一 準県内 東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 03-3985-8711 03-3988-6132 第３希望 通信機・家電 その他 リモートアクセス製品（遠隔操作）等
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第２希望 リース 電算機
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第２希望 リース 電気・通信機器
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第３希望 文具・事務機器 用紙類
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第３希望 文具・事務機器 事務機器
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171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171440 （株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 代表取締役社長 飯塚　浩 県内 松戸市松戸２０５９番地 047-365-4821 047-367-6455 第４希望 通信機・家電 家電製品
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第１希望 通信機・家電 電話交換機
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第１希望 通信機・家電 放送機器
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第１希望 通信機・家電 無線機器
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第１希望 通信機・家電 家電製品
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第３希望 リース 電算機
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172550 （株）ＮＴＴドコモ 代表取締役 吉澤　和弘 準県内 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 03-5156-1111 03-5156-0307 第３希望 リース 電気・通信機器
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第１希望 通信機・家電 電話交換機
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第１希望 通信機・家電 無線機器
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第２希望 リース 電気・通信機器
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
408068 （株）ＮＴＴ東日本‐南関東 代表取締役 中江　康二 県外 東京都港区港南一丁目９番１号 03-6803-9008 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172203 ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 準県内 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8741 03-5463-3563 第１希望 リース 電算機
172203 ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 準県内 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8741 03-5463-3563 第１希望 リース 医療機器
172203 ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 準県内 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8741 03-5463-3563 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172203 ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 準県内 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8741 03-5463-3563 第１希望 リース 電気・通信機器
172203 ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 準県内 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8741 03-5463-3563 第１希望 リース その他 空調設備、給食室設備、スポーツ設備、ＬＥＤ道路照明、ＩＣＴ機器等

105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 消火器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 避難器具
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 非常食
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 防災用品
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第１希望 消防・保安用品 その他 消防用設備（自動火災報知設備・住宅用火災警報器・スプリンクラー設備・非常警報器具及び設備等）機器及び消耗品

105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第２希望 靴・革製品 革靴
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第２希望 靴・革製品 手袋
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第２希望 靴・革製品 皮革製品
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第３希望 通信機・家電 放送機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第３希望 通信機・家電 家電製品
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第３希望 通信機・家電 照明器具
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第３希望 通信機・家電 空調機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 気象・公害測定機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 気体分析機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 液体分析機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 化学分析機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 電気計測器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 第５希望 理化学機器 測量機器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
105711 エヌビーエスエンジニアリング（株） 代表取締役 中村　一雄 県内 浦安市入船四丁目１番１１号 047-350-5675 047-380-0685 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172000 エネサーブ（株） 代表取締役 松尾　昌明 県外 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 077-543-6330 077-543-6331 第１希望 燃料・電力 電力
171729 （株）エネット 代表取締役 川越　祐司 県外 東京都港区芝公園二丁目６番３号 03-5733-2233 03-5733-2236 第１希望 燃料・電力 電力
171729 （株）エネット 代表取締役 川越　祐司 県外 東京都港区芝公園二丁目６番３号 03-5733-2233 03-5733-2236 第２希望 不用品買受 その他 余剰電力の買受
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 消火器
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 避難器具
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 非常食
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 警察用品
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第１希望 消防・保安用品 防災用品
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第２希望 通信機・家電 電話交換機
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第２希望 通信機・家電 放送機器
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第２希望 通信機・家電 家電製品
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第２希望 通信機・家電 照明器具
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第３希望 繊維・寝具 帽子
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第３希望 繊維・寝具 天幕
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第４希望 靴・革製品 革靴
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第４希望 靴・革製品 手袋
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第４希望 靴・革製品 雨衣
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第４希望 靴・革製品 皮革製品
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第５希望 看板・模型 看板
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第５希望 看板・模型 標識
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器
402487 （株）エノモト防災工業 代表取締役 中村　誉人 県内 木更津市長須賀６２７番地の２ 0438-23-0119 0438-23-0573 車両 特種用途自動車
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第１希望 産業用機器及び資材 その他 ボイラ、水処理機器、脱臭装置
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第３希望 薬品 工業薬品
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第４希望 理化学機器 気象・公害測定機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第４希望 理化学機器 気体分析機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第４希望 理化学機器 液体分析機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第４希望 理化学機器 化学分析機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第４希望 理化学機器 電気計測器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 第５希望 通信機・家電 空調機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 消防・保安用品 警察用品
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 消防・保安用品 防犯用品
103381 荏原実業（株） 代表取締役 鈴木　久司 準県内 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 03-5565-2881 03-5565-2894 車両 特種用途自動車
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410770 （株）エフコムマーケティング 代表取締役社長 古川　章 県外 東京都千代田区岩本町二丁目３番３号 03-3865-7710 03-3865-7718 第２希望 リース 電算機
174198 （株）Ｆ‐Ｐｏｗｅｒ 代表取締役 沖　隆 県外 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 03-5544-8672 03-5544-8404 第１希望 燃料・電力 電力
411347 エフビットコミュニケーションズ（株） 代表取締役 吉本　幸男 県外 京都府京都市南区東九条室町２３番地 03-3667-4111 03-3667-5555 第１希望 燃料・電力 電力
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 看板
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 標識
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 黒板
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 模型・展示品
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 活版印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 地図印刷
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第２希望 印刷・製本 電子出版
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第３希望 記念品・贈答品 記念品
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第４希望 文具・事務機器 文房具
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第４希望 文具・事務機器 用紙類
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第４希望 文具・事務機器 事務機器
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第４希望 文具・事務機器 印章
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 第５希望 その他物品 選挙備品
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 繊維・寝具 天幕
172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 消防・保安用品 防犯用品
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172942 （株）エムアンドエムエンタープライズ 代表取締役 柴　公一 県内 千葉市中央区末広三丁目１番７号 043-312-2211 043-312-2212 消防・保安用品 防災用品
407776 （株）ＭＳＫ 代表取締役 高木　和也 県内 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 043-245-3152 043-245-3153 第１希望 通信機・家電 その他 防犯カメラ
407776 （株）ＭＳＫ 代表取締役 高木　和也 県内 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 043-245-3152 043-245-3153 第２希望 リース その他 防犯カメラ
407776 （株）ＭＳＫ 代表取締役 高木　和也 県内 千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号 043-245-3152 043-245-3153 第３希望 その他物品 その他 防犯カメラ
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第１希望 医療用機器・衛生材料
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第２希望 理化学機器 液体分析機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第２希望 理化学機器 化学分析機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第２希望 理化学機器 顕微鏡
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第３希望 薬品 治療用医薬品
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第３希望 薬品 検査試薬
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第４希望 靴・革製品 病院用シューズ
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第５希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 第５希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 文具・事務機器 事務機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 書籍・教材 実習用機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 書籍・教材 視聴覚教育機器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 繊維・寝具 白衣
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 家具・什器 木製家具・什器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 家具・什器 スチール製家具・什器
170662 （株）ＭＭコーポレーション 代表取締役 北内　秀明 県外 東京都文京区本郷三丁目４番６号 03-3816-3546 03-3816-1954 家具・什器 特注家具
174392 （株）ＭＪＣ 代表取締役 川崎　友裕 県外 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 0985-25-8228 0985-31-7211 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174392 （株）ＭＪＣ 代表取締役 川崎　友裕 県外 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 0985-25-8228 0985-31-7211 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172322 （株）エルコム 代表取締役 塩見　泰成 県外 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 03-5482-2141 03-5482-2144 第１希望 その他物品 その他 自動券売機、入退場管理システム、両替機、ＩＣカードチャージ機

172322 （株）エルコム 代表取締役 塩見　泰成 県外 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 03-5482-2141 03-5482-2144 第２希望 リース その他 自動券売機等のリース・賃貸借
172322 （株）エルコム 代表取締役 塩見　泰成 県外 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 03-5482-2141 03-5482-2144 第３希望 文具・事務機器 用紙類
172322 （株）エルコム 代表取締役 塩見　泰成 県外 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号 03-5482-2141 03-5482-2144 第３希望 文具・事務機器 その他 ＩＣカード、プリペイドカード等
410314 （株）エルピオ 代表取締役 牛尾　健 県内 市川市曽谷一丁目３０番１８号 047-372-5076 047-371-3313 第１希望 燃料・電力 プロパンガス
410314 （株）エルピオ 代表取締役 牛尾　健 県内 市川市曽谷一丁目３０番１８号 047-372-5076 047-371-3313 第１希望 燃料・電力 電力
405687 遠東石塚グリーンペット（株） 代表取締役 畔柳　博史 県外 茨城県猿島郡境町大字下小橋字蝉野８８０番地 0280-87-6222 0280-87-6501 第１希望 不用品買受 資源物
405687 遠東石塚グリーンペット（株） 代表取締役 畔柳　博史 県外 茨城県猿島郡境町大字下小橋字蝉野８８０番地 0280-87-6222 0280-87-6501 第１希望 不用品買受 その他 使用済みペットボトル
405022 ＯＡＧ税理士法人 代表社員 鶴井　秀雄 県外 東京都千代田区五番町６番地２ 03-3237-7500 03-3237-7513 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405022 ＯＡＧ税理士法人 代表社員 鶴井　秀雄 県外 東京都千代田区五番町６番地２ 03-3237-7500 03-3237-7513 第１希望 電算機・電算用品 その他 公会計・公営企業会計に係るシステムウェア
405022 ＯＡＧ税理士法人 代表社員 鶴井　秀雄 県外 東京都千代田区五番町６番地２ 03-3237-7500 03-3237-7513 第２希望 文具・事務機器 その他 公会計・公営企業会計に係るシステムウェア
103334 （株）オーエンス 代表取締役 大木　一雄 準県内 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 03-3544-1551 03-3544-1560 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
103334 （株）オーエンス 代表取締役 大木　一雄 準県内 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 03-3544-1551 03-3544-1560 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の販売
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第１希望 消防・保安用品 警察用品
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第２希望 通信機・家電 家電製品
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第２希望 通信機・家電 その他 防犯カメラ
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第３希望 リース 電気・通信機器
103038 （株）オーシマ 代表取締役 大島　剛 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 043-207-5151 043-207-5050 第３希望 リース その他 防犯用品
408961 （有）オートウィル 代表取締役 飯田　克美 県内 東金市一之袋１３３番地５ 0475-30-5611 0475-30-5612 第１希望 車両 乗用車
408961 （有）オートウィル 代表取締役 飯田　克美 県内 東金市一之袋１３３番地５ 0475-30-5611 0475-30-5612 第１希望 車両 貨物自動車
408961 （有）オートウィル 代表取締役 飯田　克美 県内 東金市一之袋１３３番地５ 0475-30-5611 0475-30-5612 第１希望 車両 軽自動車
408961 （有）オートウィル 代表取締役 飯田　克美 県内 東金市一之袋１３３番地５ 0475-30-5611 0475-30-5612 第１希望 車両 バス
201442 （株）オービス 代表取締役 中浜　勇治 準県内 広島県福山市松永町六丁目１０番１号 084-934-2621 084-934-2624 第１希望 リース 仮設建物
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第１希望 文具・事務機器 用紙類
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第２希望 理化学機器 度量衡
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第４希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
402728 近江度量衡（株） 代表取締役社長 田中　秀康 県外 滋賀県草津市東矢倉三丁目１１番７０号 077-562-7111 077-562-7116 第５希望 その他物品 その他 計量機関係
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
281333 青梅商工会議所 会頭 小澤　順一郎 県外 東京都青梅市上町３７３番地の１ 0428-23-0111 0428-24-8788 第２希望 リース 電算機
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第１希望 理化学機器 化学分析機器
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103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第１希望 理化学機器 電気計測器
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第１希望 理化学機器 測量機器
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第１希望 理化学機器 実験用機器・什器
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第２希望 消防・保安用品 警察用品
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
103316 応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 準県内 東京都千代田区神田美土代町７番地 03-5577-4501 03-5577-4939 第２希望 消防・保安用品 防災用品
172443 大倉工業（株） 代表取締役 神田　進 県外 香川県丸亀市中津町１５１５番地 0877-56-1111 0877-56-1230 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第１希望 電算機・電算用品 その他 各種サーバ、モバイル端末他
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第２希望 リース 電算機
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第２希望 リース 医療機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第２希望 リース 電気・通信機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第２希望 リース その他 ソフトウェア、ホスティング・ハウジングサービス
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 電話交換機
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 放送機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 無線機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 家電製品
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 照明器具
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 空調機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第３希望 通信機・家電 その他 画像処理装置、他
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第４希望 印刷・製本 フォーム印刷
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 第５希望 文具・事務機器 事務機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
103355 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 代表取締役社長 武田　健三 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-3492-0931 03-3492-0932 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ他
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第２希望 文具・事務機器 文房具
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第２希望 文具・事務機器 用紙類
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第２希望 文具・事務機器 事務機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第３希望 リース 電算機
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第３希望 リース 電気・通信機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 第５希望 印刷・製本 その他 偽造防止用紙、帳票
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 電話交換機
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 放送機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 無線機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 家電製品
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 照明器具
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 通信機・家電 空調機器
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
400479 大崎システック（株） 代表取締役 武田　健三 県内 市原市五所１６０２番地 0436-43-5411 0436-43-5412 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第１希望 電算機・電算用品 その他 水道検針用機器、ＰＣサーバー、パソコン、プリンタ
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第２希望 リース 電算機
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第２希望 リース その他 水道検針、料金、滞納、精算システム（機器含む）
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第３希望 印刷・製本 その他 ガス料金業務に伴う検針票、納入通知書
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第４希望 水道・ガス用資材 水道メーター
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第５希望 文具・事務機器 事務機器
274358 大崎データテック（株） 代表取締役 石本　裕章 県外 東京都品川区東五反田二丁目１番１０号 03-5447-0210 03-5447-0217 第５希望 文具・事務機器 その他 メールシーラー機
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 電話交換機
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 放送機器
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 無線機器
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 家電製品
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 照明器具
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第１希望 通信機・家電 空調機器
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100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
100929 大崎電設（株） 代表取締役 武田　一衛 県内 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 0436-43-2611 0436-43-5882 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第１希望 燃料・電力 圧縮天然ガス
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第１希望 燃料・電力 プロパンガス
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第１希望 燃料・電力 都市ガス
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第１希望 燃料・電力 電力
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第２希望 厨房機器・浴槽設備 その他 浴室・衣類乾燥機等
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第３希望 通信機・家電 空調機器
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第３希望 通信機・家電 その他 ガス警報器等
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第４希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第４希望 水道・ガス用資材 その他 ガス用資材
105200 大多喜ガス（株） 代表取締役社長 緑川　昭夫 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-24-0010 0475-22-2785 第５希望 医療用機器・衛生材料 その他 温水ボイラ・蒸気ボイラ等
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第２希望 燃料・電力 圧縮天然ガス
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第２希望 燃料・電力 プロパンガス
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第３希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第３希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第４希望 通信機・家電 空調機器
411454 大多喜ガスパートナー（株） 代表取締役社長 糸久　忠良 県内 茂原市茂原６６１番地 0475-27-2785 0475-24-0184 第５希望 その他物品 その他 内管検査
400368 （株）岡山情報処理センター 代表取締役 佐藤　俊治 県外 岡山県岡山市北区本町６番３６号 086-227-1151 086-227-5575 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
400368 （株）岡山情報処理センター 代表取締役 佐藤　俊治 県外 岡山県岡山市北区本町６番３６号 086-227-1151 086-227-5575 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
400368 （株）岡山情報処理センター 代表取締役 佐藤　俊治 県外 岡山県岡山市北区本町６番３６号 086-227-1151 086-227-5575 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
273188 小川ポンプ工業（株） 代表取締役 小河　元 県外 大阪府大阪市住吉区万代東一丁目５番２２号 06-6693-1221 06-6693-1224 第１希望 車両 特種用途自動車
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 放送機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 無線機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 家電製品
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 照明器具
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第１希望 通信機・家電 空調機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第３希望 医療用機器・衛生材料
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第４希望 消防・保安用品 消火器
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第４希望 消防・保安用品 防災用品
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第５希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
103477 ＯＫＩクロステック（株） 代表取締役 竹内　敏尚 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 03-6381-2434 03-6381-2480 第５希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第２希望 通信機・家電 電話交換機
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第２希望 通信機・家電 無線機器
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第３希望 理化学機器 測量機器
103428 沖電気工業（株） 代表取締役 鎌上　信也 県外 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 03-3501-3111 03-3501-3914 第４希望 文具・事務機器 事務機器
412506 （一社）親子健康手帳普及協会 代表理事 寺西　淳 県外 東京都港区赤坂五丁目３番１号 03-6441-7757 03-6441-8651 第１希望 書籍・教材 書籍
412506 （一社）親子健康手帳普及協会 代表理事 寺西　淳 県外 東京都港区赤坂五丁目３番１号 03-6441-7757 03-6441-8651 第１希望 書籍・教材 その他 母子健康手帳
174680 小山化学（株） 代表取締役 鈴木　馨 県外 栃木県小山市大字横倉新田２９５番地 0285-27-1511 0285-27-4529 第１希望 不用品買受 その他 ペットボトル
406027 オリエンタル機電（株） 代表取締役 岸　邦明 県外 大阪府大阪市中央区南船場四丁目６番１０号 06-6251-3415 06-6251-3739 第１希望 その他物品 その他 吸引式自動窓拭装置、トラックスケールデータ処理装置、脱臭装置、有機物過熱水蒸気式ガス化・炭化装置、直線翼垂直軸風車。病院排水処理装置

130771 （株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 準県内 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 03-6311-7551 03-6311-8011 第１希望 車両 その他 ドライブレコーダー
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
130771 （株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 準県内 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 03-6311-7551 03-6311-8011 第２希望 電算機・電算用品 その他 ＯＣＭＡＸ（公共施設管理システム）
130771 （株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 準県内 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 03-6311-7551 03-6311-8011 第３希望 リース その他 空調機
130778 オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 準県内 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 03-6757-8800 03-6757-8807 第１希望 リース 電算機
130778 オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 準県内 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 03-6757-8800 03-6757-8807 第１希望 リース その他 上下水道事業管理システム・ソフトウェア
130778 オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 準県内 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 03-6757-8800 03-6757-8807 第２希望 印刷・製本 地図印刷
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第２希望 リース 電算機
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第２希望 リース 電気・通信機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第３希望 通信機・家電 電話交換機
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第３希望 通信機・家電 放送機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第３希望 通信機・家電 無線機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第４希望 書籍・教材 教育機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 第５希望 理化学機器 電気計測器
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 文具・事務機器 用紙類
405484 （株）オレンジアーチ 代表取締役 本山　功 県外 東京都足立区千住一丁目１１番２号カーニープレイス千住ビル７階 03-5284-8687 03-5284-8068 文具・事務機器 事務機器
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第１希望 リース 電気・通信機器
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第１希望 リース その他 環境音楽（ＢＧＭ）
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第２希望 通信機・家電 放送機器
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第２希望 通信機・家電 無線機器
102894 （株）音映システム 代表取締役 田中　保生 県内 船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル 047-431-2181 047-433-7181 第２希望 通信機・家電 その他 監視カメラ
273686 （有）音楽屋カノン 代表取締役社長 吉田　勝枝 県内 千葉市緑区おゆみ野中央５丁目３５番地２ 043-292-6061 050-1099-7714第１希望 書籍・教材 教材
273686 （有）音楽屋カノン 代表取締役社長 吉田　勝枝 県内 千葉市緑区おゆみ野中央５丁目３５番地２ 043-292-6061 050-1099-7714第１希望 書籍・教材 教育機器
273686 （有）音楽屋カノン 代表取締役社長 吉田　勝枝 県内 千葉市緑区おゆみ野中央５丁目３５番地２ 043-292-6061 050-1099-7714第１希望 書籍・教材 楽器
273686 （有）音楽屋カノン 代表取締役社長 吉田　勝枝 県内 千葉市緑区おゆみ野中央５丁目３５番地２ 043-292-6061 050-1099-7714第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
273686 （有）音楽屋カノン 代表取締役社長 吉田　勝枝 県内 千葉市緑区おゆみ野中央５丁目３５番地２ 043-292-6061 050-1099-7714第１希望 書籍・教材 その他 楽譜
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第１希望 印刷・製本 その他 会議録等の印刷・製本、オンデマンド印刷
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第２希望 リース 電算機
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第２希望 リース 電気・通信機器
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第２希望 リース その他 会議録システム、議会映像配信システム、音声認識システム、議場カメラ・マイク操作用システムほか

172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第３希望 通信機・家電 放送機器
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第３希望 通信機・家電 その他 業務用音響機器等
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172196 （株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 県外 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 03-3267-8199 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174181 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 県外 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 048-549-0822 048-548-9400 第１希望 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷、頁物印刷、報告書印刷製本、議会広報誌作成・編集

174181 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 県外 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 048-549-0822 048-548-9400 第２希望 リース 電算機
174181 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 県外 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 048-549-0822 048-548-9400 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
174181 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 県外 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 048-549-0822 048-548-9400 第２希望 リース その他 サーバー
174181 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 県外 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 048-549-0822 048-548-9400 第３希望 その他物品 その他 デジタル録音機器（エディロール、ＩＣレコーダ等）、マイク等議場音響設備（録音機材提案、販売等）

273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 消火器
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 避難器具
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 非常食
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 警察用品
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第１希望 消防・保安用品 防災用品
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第３希望 靴・革製品 皮革製品
273112 加賀屋産業（株） 代表取締役 金津　市明 準県内 東京都千代田区外神田二丁目１番４号 03-3253-7723 03-3253-2270 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第２希望 文具・事務機器 その他 特注ファイル
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第３希望 消防・保安用品 その他 トリアージタック
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274702 （株）鹿島印刷所 代表取締役 川又　啓蔵 県外 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地 0244-46-5555 0244-46-5558 第５希望 記念品・贈答品 販促用品
102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第２希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
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102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第３希望 通信機・家電 放送機器
102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第３希望 通信機・家電 家電製品
102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第３希望 通信機・家電 照明器具
102438 （株）春日電設 代表取締役 橋本　セイ子 県内 山武市蓮沼ニの１８６０番地 0475-86-2174 0475-86-3397 第３希望 通信機・家電 空調機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 金物
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 食器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 工具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第２希望 家具・什器 特注家具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 カーテン
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 ブラインド
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第３希望 室内装飾品 建具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第４希望 産業用機器及び資材 木工用機械
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第５希望 運動用品 運動用品
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 第５希望 運動用品 体育器具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 文具・事務機器 用紙類
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 文具・事務機器 事務機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 繊維・寝具 作業服・事務服
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 繊維・寝具 帽子
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 繊維・寝具 白衣
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 薬品 検査試薬
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 薬品 水道用薬品
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 薬品 防疫剤
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 医療用機器・衛生材料 衛生材料
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 理化学機器 気象・公害測定機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 理化学機器 気体分析機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 理化学機器 液体分析機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 理化学機器 化学分析機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 消防・保安用品 防災用品
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 靴・革製品 作業靴・安全靴
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 靴・革製品 手袋
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 靴・革製品 雨衣
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 車両 その他 リヤカー
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 看板・模型 看板
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 看板・模型 掲示板・標示板
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 通信機・家電 家電製品
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 通信機・家電 照明器具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 農業用機器及び資材 農機具
171091 （有）上総化学工業所 代表取締役 小林　久高 県内 いすみ市日在１８５５番地 0470-62-0137 0470-63-1457 農業用機器及び資材 園芸用資材
182144 金生警備保障（株） 代表取締役 河鍋　幸弘 県内 木更津市祇園二丁目１６番１４号 0438-98-1118 0438-98-1561 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
182144 金生警備保障（株） 代表取締役 河鍋　幸弘 県内 木更津市祇園二丁目１６番１４号 0438-98-1118 0438-98-1561 第１希望 消防・保安用品 その他 防犯カメラ、防犯機器、防災機器
182144 金生警備保障（株） 代表取締役 河鍋　幸弘 県内 木更津市祇園二丁目１６番１４号 0438-98-1118 0438-98-1561 第２希望 通信機・家電 その他 防犯カメラ、防犯機器、防災機器
182144 金生警備保障（株） 代表取締役 河鍋　幸弘 県内 木更津市祇園二丁目１６番１４号 0438-98-1118 0438-98-1561 第３希望 リース その他 防犯カメラ、防犯機器、防災機器
270758 苅込教材社 代表 苅込　壽信 県内 茂原市大登２０２番地４ 0475-23-1912 0475-23-6746 第１希望 書籍・教材 書籍
270758 苅込教材社 代表 苅込　壽信 県内 茂原市大登２０２番地４ 0475-23-1912 0475-23-6746 第１希望 書籍・教材 教材
270758 苅込教材社 代表 苅込　壽信 県内 茂原市大登２０２番地４ 0475-23-1912 0475-23-6746 第１希望 書籍・教材 楽器
270758 苅込教材社 代表 苅込　壽信 県内 茂原市大登２０２番地４ 0475-23-1912 0475-23-6746 第２希望 その他物品 遊具
375728 （株）苅野 代表取締役 苅野　毅 県外 福岡県直方市大字上頓野字蕪良谷４６３６番地１０ 0949-26-2447 0949-26-2418 第１希望 その他物品 ごみ処理装置
375728 （株）苅野 代表取締役 苅野　毅 県外 福岡県直方市大字上頓野字蕪良谷４６３６番地１０ 0949-26-2447 0949-26-2418 第１希望 その他物品 その他 清掃工場内の火格子、ロストル、破砕機の切断刃、ハンマー等

170430 （株）河合楽器製作所 代表取締役 河合　弘隆 準県内 静岡県浜松市中区寺島町２００番地 053-457-1314 053-457-1351 第１希望 書籍・教材 楽器
170430 （株）河合楽器製作所 代表取締役 河合　弘隆 準県内 静岡県浜松市中区寺島町２００番地 053-457-1314 053-457-1351 第２希望 運動用品 体育器具
174444 （株）川合ネームプレート製作所 代表取締役 小林　弘幸 県外 栃木県那須塩原市石林３１８番地１ 0287-36-0245 0287-36-0767 第１希望 看板・模型 看板
174444 （株）川合ネームプレート製作所 代表取締役 小林　弘幸 県外 栃木県那須塩原市石林３１８番地１ 0287-36-0245 0287-36-0767 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
174444 （株）川合ネームプレート製作所 代表取締役 小林　弘幸 県外 栃木県那須塩原市石林３１８番地１ 0287-36-0245 0287-36-0767 第１希望 看板・模型 その他 街区表示板・町名表示板・街路灯標識・犬鑑札・狂犬病予防注射済票・水道門標・家屋調査済証

275070 河北印刷（株） 代表取締役 河北　喜十良 県外 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 075-691-5121 075-671-8236 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
275070 河北印刷（株） 代表取締役 河北　喜十良 県外 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 075-691-5121 075-671-8236 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
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275070 河北印刷（株） 代表取締役 河北　喜十良 県外 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 075-691-5121 075-671-8236 第１希望 印刷・製本 電子出版
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第１希望 繊維・寝具 帽子
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第１希望 繊維・寝具 白衣
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第２希望 靴・革製品 革靴
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第２希望 靴・革製品 病院用シューズ
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第２希望 靴・革製品 手袋
270750 （株）川口繊維 代表取締役 川口　靖夫 県内 旭市ニの１７５３番地の１ 0479-63-8821 0479-62-1360 第２希望 靴・革製品 雨衣
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 活版印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 地図印刷
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 電子出版
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 第１希望 印刷・製本 その他 図面出力
404957 （株）カワコン 代表取締役 大川　勉 準県内 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 044-712-8723 044-712-0410 その他物品 その他 印刷
406406 川崎機工（株） 代表取締役 川崎　信明 県外 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 03-5220-3177 03-5252-3979 第１希望 消防・保安用品 防災用品
406406 川崎機工（株） 代表取締役 川崎　信明 県外 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 03-5220-3177 03-5252-3979 第２希望 水道・ガス用資材 その他 給水タンク
406406 川崎機工（株） 代表取締役 川崎　信明 県外 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング 03-5220-3177 03-5252-3979 第３希望 車両 特種用途自動車
411920 河田フェザー（株） 代表取締役 河田　敏勝 県外 愛知県名古屋市中村区草薙町一丁目３１番地 052-411-3111 052-413-1582 第１希望 不用品買受 その他 使用済み羽毛ふとん
182332 （株）環境技研 代表取締役 古畑　大志 準県内 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 03-3332-7100 03-3332-7102 第１希望 薬品 工業薬品
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第２希望 その他物品 その他 気象・環境測定機
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第４希望 リース 電算機
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第５希望 薬品 検査試薬
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第５希望 薬品 工業薬品
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第５希望 薬品 工業用ガス
170874 環境計測（株） 代表取締役 石川　理積 県外 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 075-643-0341 075-644-0645 第５希望 薬品 防疫剤
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第１希望 文具・事務機器 文房具
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第１希望 文具・事務機器 印章
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第２希望 家具・什器 特注家具
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第４希望 リース 電算機
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第４希望 リース 電気・通信機器
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第５希望 通信機・家電 家電製品
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第５希望 通信機・家電 照明器具
170300 （有）カンダ事務機 代表取締役 神田　宗武 県内 千葉市緑区誉田町２丁目２１番地 043-291-2904 043-291-2947 第５希望 通信機・家電 空調機器
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第１希望 通信機・家電 放送機器
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第１希望 通信機・家電 無線機器
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第３希望 リース 電算機
103446 神田通信機（株） 取締役社長 神部　雅人 準県内 東京都千代田区神田富山町２４番地 03-3252-7731 03-3252-0319 第３希望 リース 電気・通信機器
181234 関東港業（株） 代表取締役 清水　伸太郎 準県内 東京都港区芝浦四丁目１７番１１号 03-3456-1312 03-3456-1315 第１希望 その他物品 その他 中性紙箱
181234 関東港業（株） 代表取締役 清水　伸太郎 準県内 東京都港区芝浦四丁目１７番１１号 03-3456-1312 03-3456-1315 第２希望 薬品 防疫剤
405428 （株）関東甲信クボタ 代表取締役 大和　經宜 準県内 埼玉県さいたま市桜区西堀五丁目２番３６号 048-767-3521 048-862-3211 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
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102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
102955 （株）関東三貴 代表取締役 石井　勝之 県内 千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号 043-206-4400 043-206-4407 第１希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第１希望 薬品 医療用ガス
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第１希望 薬品 工業薬品
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第１希望 薬品 工業用ガス
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第１希望 薬品 水道用薬品
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第１希望 薬品 その他 医療用工業用各種ボンベ
170519 関東酸素工業（株） 代表取締役 松谷　厚雄 県内 船橋市北本町一丁目１０番２号 047-422-8310 047-422-9264 第２希望 消防・保安用品 その他 コンプレッサー　空気ボンベ　酸素ボンベ
174238 （一財）関東電気保安協会 理事長 山口　博 準県内 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号 03-6453-8888 03-6453-8800 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
101094 関東電子（株） 代表取締役 真壁　利広 県内 千葉市中央区神明町５番地１５ 043-246-2321 043-246-2322 第１希望 通信機・家電 無線機器
275124 ガラスリソーシング（株） 代表取締役 赤坂　修 県内 銚子市春日町７４０番地の１ 0479-24-6651 0479-25-5808 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
275124 ガラスリソーシング（株） 代表取締役 赤坂　修 県内 銚子市春日町７４０番地の１ 0479-24-6651 0479-25-5808 第２希望 不用品買受 金属くず
275124 ガラスリソーシング（株） 代表取締役 赤坂　修 県内 銚子市春日町７４０番地の１ 0479-24-6651 0479-25-5808 第２希望 不用品買受 資源物
275124 ガラスリソーシング（株） 代表取締役 赤坂　修 県内 銚子市春日町７４０番地の１ 0479-24-6651 0479-25-5808 第２希望 不用品買受 その他 非鉄くず、ペットボトル
411689 キープグリーン（株） 代表取締役 冨田　康之 県外 東京都江東区住吉２丁目２１番２号 03-5638-2011 03-5638-2012 第１希望 文具・事務機器 事務機器
411689 キープグリーン（株） 代表取締役 冨田　康之 県外 東京都江東区住吉２丁目２１番２号 03-5638-2011 03-5638-2012 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402290 （株）キーペックス 代表取締役 齊藤　進 県内 千葉市中央区中央港二丁目４番４号 043-241-6891 043-247-1802 第１希望 その他物品 その他 文書保存箱
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第１希望 看板・模型 看板
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第１希望 看板・模型 標識
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
410643 菊水建設（株） 代表取締役 鈴木　雅博 県外 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 03-3690-1501 03-3604-8373 第２希望 消防・保安用品 防災用品
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ゴミ袋製造販売
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第２希望 不用品買受 金属くず
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第２希望 不用品買受 紙・繊維くず
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第２希望 不用品買受 資源物
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第２希望 不用品買受 その他 水道メーター買取・スクラップ買取
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第３希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第３希望 農業用機器及び資材 その他 食品リサイクル肥料販売
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第４希望 その他物品 ごみ処理装置
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第４希望 その他物品 ダンボール
182194 （有）木更津清掃社 代表取締役 高橋　幹雄 県内 木更津市中野１４３番地 0438-40-1111 0438-41-2121 第４希望 その他物品 その他 ゴミ袋製造販売
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第１希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第２希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第３希望 厨房機器・浴槽設備 その他 通信機・家電
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第４希望 通信機・家電 空調機器
273520 （株）機材センター小川屋 代表取締役 小川　武子 県内 東金市東金３７５番地１ 0475-55-1011 0475-54-2711 第５希望 産業用機器及び資材 電動工具
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
172356 北沢産業（株） 代表取締役社長 北川　正樹 準県内 東京都渋谷区東二丁目２３番１０号 03-5485-5111 03-5485-5145 第１希望 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房機器に関連する物品
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第２希望 リース 電算機
171369 北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 018-834-1811 018-834-1815 第２希望 リース その他 自社開発システム含む機器類
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 消火器
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 避難器具
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 非常食
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 警察用品
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103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 防災用品
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第１希望 消防・保安用品 その他 ウォータージャケット・無線機・防災倉庫
103168 （株）北原防災 代表取締役 北原　剛志 県内 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 043-264-5511 043-266-3032 第２希望 通信機・家電 無線機器
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第１希望 文具・事務機器 文房具
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第１希望 文具・事務機器 用紙類
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第１希望 文具・事務機器 印章
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第２希望 家具・什器 特注家具
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第３希望 看板・模型 看板
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第３希望 看板・模型 黒板
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第３希望 看板・模型 模型・展示品
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第４希望 日用雑貨・金物 金物
171234 キハラ（株） 代表取締役 木原　一雄 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 03-3292-3303 03-3291-5198 第５希望 その他物品 その他 特になし
170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 凍結防止剤、防塵剤、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、尿素

170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第２希望 運動用品 その他 グラウンド用白線、環境対応型グラウンド白線、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、防塵用塩化カルシウム、プール用殺菌剤

170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第３希望 薬品 工業薬品
170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第３希望 薬品 水道用薬品
170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第３希望 薬品 防疫剤
170503 （株）木村徳太郎商店 代表取締役 木村　基治 県外 東京都文京区後楽二丁目５番１号 03-3811-2919 03-3811-2787 第３希望 薬品 その他 凍結防止剤、次亜塩素酸カルシウム、苛性ソーダ、尿石防止剤、塩化カルシウム、プール用殺菌剤

405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 第１希望 その他物品 その他 獣害防止柵資材一式　／　獣害用電気柵　／　捕獲罠　／　監視カメラ等鳥獣害対策全般

405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 第２希望 写真機 その他 トレイルカメラ
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 第３希望 文具・事務機器 その他 スマートロールカッター
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 第４希望 運動用品 その他 スタンドアップボード用品一式
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 第５希望 厨房機器・浴槽設備 その他 ミラブル
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 医療用機器・衛生材料 その他 ケンコス
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 日用雑貨・金物 その他 ロールカッター
405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 農業用機器及び資材 その他 獣害防止柵資材一式　／　獣害用電気柵　／　捕獲罠　／　監視カメラ等鳥獣害対策全般

405982 （株）キャムズ 代表取締役 太田　雅章 県外 滋賀県栗東市六地蔵７０９番地３ 077-551-0517 077-551-0507 産業用機器及び資材 その他 獣害防止柵資材一式　／　獣害用電気柵　／　捕獲罠　／　監視カメラ等鳥獣害対策全般

170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第１希望 文具・事務機器 文房具
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第３希望 通信機・家電 電話交換機
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第４希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第５希望 リース 電算機
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第５希望 リース 電気・通信機器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 第５希望 リース その他 自動体外式除細動器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 家具・什器 木製家具・什器
170318 キヤノンシステムアンドサポート（株） 代表取締役 平賀　剛 準県内 東京都港区港南二丁目１６番６号 03-6719-7111 03-6719-7001 家具・什器 スチール製家具・什器
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第２希望 リース 電算機
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第２希望 リース 電気・通信機器
402969 キヤノン電子テクノロジー（株） 代表取締役社長 内山　毅 県外 東京都港区海岸一丁目４番８号 03-6432-4470 03-6860-6671 第３希望 文具・事務機器 事務機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第１希望 リース 電算機
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第１希望 リース 医療機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第２希望 医療用機器・衛生材料
172153 キヤノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 関　尚平 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 03-6371-4591 03-6371-1970 第３希望 文具・事務機器 事務機器
410836 九電みらいエナジー（株） 代表取締役 辻　浩平 県外 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号 092-984-4020 092-986-5385 第１希望 燃料・電力 電力
270791 共栄建材工業（株） 代表取締役 前田　俊明 準県内 埼玉県三郷市三郷一丁目１４番地１３ 048-953-1141 048-953-1147 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
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170529 共同ガス（株） 代表取締役 森塚　実 県内 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 043-423-3174 043-421-2428 第１希望 薬品 医療用ガス
170529 共同ガス（株） 代表取締役 森塚　実 県内 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 043-423-3174 043-421-2428 第１希望 薬品 工業用ガス
170529 共同ガス（株） 代表取締役 森塚　実 県内 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 043-423-3174 043-421-2428 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 大人用紙おむつ
170529 共同ガス（株） 代表取締役 森塚　実 県内 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 043-423-3174 043-421-2428 第３希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
170529 共同ガス（株） 代表取締役 森塚　実 県内 千葉市稲毛区山王町２３２番地９ 043-423-3174 043-421-2428 第３希望 産業用機器及び資材 産業用ロボット
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 看板
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 標識
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 模型・展示品
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第１希望 看板・模型 その他 表札、シール
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第２希望 室内装飾品 簡易間仕切り
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第２希望 室内装飾品 その他 ファブリックパネル、腕章、たれ幕
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第３希望 その他物品 ガラス・フィルム
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第３希望 その他物品 その他 カッティングシート
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第４希望 印刷・製本 その他 シール・ラベル、印刷物の企画・編集
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 第５希望 繊維・寝具 その他 繊維製のれん
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 家具・什器 木製家具・什器
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 家具・什器 スチール製家具・什器
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 家具・什器 その他 座席部分が布製の椅子
406357 （株）協同工芸社 代表取締役 箕輪　晃 県内 千葉市美浜区新港１５２番地 043-242-1675 土木・建築用機器及び資材 その他 鋼材、塩ビ部品
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 放送機器
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 無線機器
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 家電製品
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 照明器具
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第１希望 通信機・家電 空調機器
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
103669 （株）協和エクシオ 代表取締役 舩橋　哲也 準県内 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 03-5778-1141 03-5778-1214 第３希望 消防・保安用品 防災用品
103503 共和化工（株） 代表取締役 吉村　俊治 県外 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 03-3494-1311 03-3494-1340 第１希望 薬品 培地
103503 共和化工（株） 代表取締役 吉村　俊治 県外 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 03-3494-1311 03-3494-1340 第１希望 薬品 工業薬品
103503 共和化工（株） 代表取締役 吉村　俊治 県外 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 03-3494-1311 03-3494-1340 第１希望 薬品 水道用薬品
270263 共和工業（株） 代表取締役 安藤　忠嗣 県外 東京都大田区大森南四丁目４番１６号 03-3743-1131 03-3742-8646 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第２希望 通信機・家電 電話交換機
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第２希望 通信機・家電 放送機器
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第２希望 通信機・家電 無線機器
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第３希望 リース 電気・通信機器
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第４希望 文具・事務機器 事務機器
105717 協和テクノロジィズ（株） 代表取締役 十河　元太郎 県外 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 06-6363-8800 06-6363-8809 第５希望 理化学機器 電気計測器
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第１希望 その他物品 ごみ処理装置
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第１希望 その他物品 その他 ごみ処理施設関連部品
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第２希望 産業用機器及び資材 その他 ごみ処理施設関連機器及び部品
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第３希望 車両 貨物自動車
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第３希望 車両 特殊車
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第３希望 車両 特種用途自動車
201476 極東開発工業（株） 代表取締役 高橋　和也 県外 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 0798-66-1010 0798-66-3432 第３希望 車両 自動車用品
131582 （株）極東技工コンサルタント 代表取締役 村岡　基 準県内 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 06-6384-7771 06-6338-8732 第１希望 印刷・製本 その他 ハザードマップ・台帳等の作成、印刷
131582 （株）極東技工コンサルタント 代表取締役 村岡　基 準県内 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 06-6384-7771 06-6338-8732 第２希望 電算機・電算用品 その他 下水道台帳システムに係るコンピュータ
201477 極東サービス（株） 代表取締役 島田　直弥 県内 八千代市上高野１８２３番地の１ 047-482-1411 047-485-1627 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
201477 極東サービス（株） 代表取締役 島田　直弥 県内 八千代市上高野１８２３番地の１ 047-482-1411 047-485-1627 第１希望 産業用機器及び資材 その他 清掃工場内天井クレーン・バケットおよび部品
201477 極東サービス（株） 代表取締役 島田　直弥 県内 八千代市上高野１８２３番地の１ 047-482-1411 047-485-1627 第２希望 その他物品 ごみ処理装置
201477 極東サービス（株） 代表取締役 島田　直弥 県内 八千代市上高野１８２３番地の１ 047-482-1411 047-485-1627 第２希望 その他物品 その他 清掃工場内天井クレーン・バケットおよび部品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第１希望 書籍・教材 教材
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第１希望 書籍・教材 教育機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第１希望 書籍・教材 理科実験機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第１希望 書籍・教材 実習用機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第２希望 写真機 写真機
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第２希望 写真機 映写機
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103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第２希望 写真機 フィルム
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第２希望 写真機 ＤＥＰ
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 電話交換機
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 放送機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 無線機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 家電製品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 照明器具
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第３希望 通信機・家電 空調機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第４希望 消防・保安用品 防災用品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第５希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第５希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第５希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 第５希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 文具・事務機器 事務機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 厨房機器・浴槽設備 給湯器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 金物
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 工具
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 塗料
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 家庭用品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 日用雑貨・金物 荒物
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 水道・ガス用資材 バルブ
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 水道・ガス用資材 水道管
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 農業用機器及び資材 飼料・肥料
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 農業用機器及び資材 種苗・種子
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 農業用機器及び資材 園芸用資材
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 産業用機器及び資材 電動工具
103581 桐井電設工業（株） 代表取締役 桐井　昭雄 県外 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 03-4526-1111 03-4526-1112 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 じゅうたん
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 カーテン
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 ブラインド
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 簡易間仕切り
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 建具
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 畳
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第１希望 室内装飾品 その他 ロールスクリーン等
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第２希望 リース その他 カーテン・ブラインド・ロールスクリーン等
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第３希望 家具・什器 特注家具
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 乗用車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 貨物自動車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 軽自動車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 バス
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 特殊車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 特種用途自動車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 二輪車
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 自動車修理
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 タイヤ
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 自動車用品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第４希望 車両 その他 中古車両
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第５希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第５希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第５希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第５希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 第５希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 文具・事務機器 文房具
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 文具・事務機器 用紙類
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 文具・事務機器 事務機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 文具・事務機器 印章
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 作業服・事務服
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 帽子
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172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 白衣
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 寝具
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 繊維・寝具 天幕
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 消防・保安用品 非常食
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 消防・保安用品 防犯用品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 消防・保安用品 防災用品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 給湯器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 日用雑貨・金物 食器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 日用雑貨・金物 荒物
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 靴・革製品 病院用シューズ
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 靴・革製品 手袋
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 靴・革製品 皮革製品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 電話交換機
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 放送機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 無線機器
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 家電製品
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 照明器具
172661 キングラン・メディケア（株） 代表取締役 松原　達也 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 03-5296-5505 03-5296-3336 通信機・家電 空調機器
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第２希望 文具・事務機器 用紙類
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第２希望 文具・事務機器 事務機器
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第３希望 リース 電算機
283954 （株）金聖堂情報システム 代表取締役 金子　忠弘 県外 埼玉県日高市梅原９９番地２ 042-985-1511 042-985-2900 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
284236 （株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 県外 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 0836-51-6191 0836-54-0001 第１希望 通信機・家電 放送機器
284236 （株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 県外 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 0836-51-6191 0836-54-0001 第１希望 通信機・家電 その他 議場音響録音機器、映像配信機器等
284236 （株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 県外 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 0836-51-6191 0836-54-0001 第２希望 リース 電気・通信機器
284236 （株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 県外 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 0836-51-6191 0836-54-0001 第２希望 リース その他 議場音響録音機器、映像配信機器等リース
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第１希望 書籍・教材 書籍
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第１希望 書籍・教材 地図
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第１希望 書籍・教材 教材
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第２希望 印刷・製本 電子出版
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第３希望 リース 電算機
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第５希望 文具・事務機器 文房具
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 第５希望 文具・事務機器 事務機器
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 記念品・贈答品 販促用品
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 記念品・贈答品 記念品
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 看板・模型 看板
170101 （株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 県外 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 03-6892-6701 03-6892-6915 看板・模型 横断幕・懸垂幕
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270356 行政システム（株） 代表取締役 出口　智眞 県外 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 042-521-4192 042-521-4193 第２希望 リース 電算機

32／141



令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
407362 ぎょうせいデジタル（株） 代表取締役 飯島　英俊 県外 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 042-540-5331 042-633-4701 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
407362 ぎょうせいデジタル（株） 代表取締役 飯島　英俊 県外 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 042-540-5331 042-633-4701 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
407362 ぎょうせいデジタル（株） 代表取締役 飯島　英俊 県外 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 042-540-5331 042-633-4701 第１希望 印刷・製本 電子出版
407362 ぎょうせいデジタル（株） 代表取締役 飯島　英俊 県外 東京都立川市曙町三丁目１８番５９号 042-540-5331 042-633-4701 第１希望 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第２希望 リース 電算機
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 活版印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 特殊印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 地図印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 電子出版
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第３希望 印刷・製本 その他 カード印刷
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第４希望 書籍・教材 地図
130002 空間情報サービス（株） 代表取締役 古里　弘 県内 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 043-222-6694 043-225-7958 第５希望 文具・事務機器 事務機器
102352 クボキ水工（株） 代表取締役 久保木　一三 県内 香取市牧野２０１３番地 0478-55-1331 0478-55-1419 第１希望 薬品 工業薬品
102352 クボキ水工（株） 代表取締役 久保木　一三 県内 香取市牧野２０１３番地 0478-55-1331 0478-55-1419 第１希望 薬品 水道用薬品
102352 クボキ水工（株） 代表取締役 久保木　一三 県内 香取市牧野２０１３番地 0478-55-1331 0478-55-1419 第１希望 薬品 その他 食品添加物
103495 クボタ機工（株） 代表取締役社長 前田　勝弘 県外 大阪府枚方市中宮大池一丁目１番１号 072-840-5727 072-890-2790 第１希望 産業用機器及び資材 その他 ポンプ
103495 クボタ機工（株） 代表取締役社長 前田　勝弘 県外 大阪府枚方市中宮大池一丁目１番１号 072-840-5727 072-890-2790 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
103495 クボタ機工（株） 代表取締役社長 前田　勝弘 県外 大阪府枚方市中宮大池一丁目１番１号 072-840-5727 072-890-2790 第３希望 車両 その他 排水ポンプ車
412693 熊本電力（株） 代表取締役 竹元　一真 県外 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目３６番９号 096-284-1591 096-300-3831 第１希望 燃料・電力 電力
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第２希望 理化学機器 化学分析機器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第２希望 理化学機器 顕微鏡
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第３希望 消防・保安用品 警察用品
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 第５希望 繊維・寝具 白衣
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 靴・革製品 作業靴・安全靴
407249 クラウメド（株） 代表取締役社長 澤田　敦史 準県内 東京都品川区西五反田七丁目２２番１７号 03-3711-7300 03-3711-7301 靴・革製品 病院用シューズ
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第１希望 薬品 工業薬品
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第１希望 薬品 水道用薬品
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第１希望 薬品 その他 活性炭
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第２希望 産業用機器及び資材 電動工具
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第２希望 産業用機器及び資材 その他 ペレットストーブ　ペレットボイラー
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第３希望 通信機・家電 家電製品
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第３希望 通信機・家電 空調機器
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第３希望 通信機・家電 その他 ペレットストーブ
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第４希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第４希望 印刷・製本 オフセット印刷
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第４希望 印刷・製本 フォーム印刷
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第４希望 印刷・製本 活版印刷
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第４希望 印刷・製本 特殊印刷
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第５希望 日用雑貨・金物 金物
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 第５希望 日用雑貨・金物 工具
410290 （株）ＣＲＥＡＣＥ 代表取締役 羽田　早一郎 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室 045-501-9556 045-501-9557 燃料・電力 その他 木質ペレット
173319 クリーンテックス（株） 代表取締役 田中　武志 県外 東京都港区新橋５丁目２５番２号 03-5473-6028 03-5473-0338 第１希望 室内装飾品 カーテン
173319 クリーンテックス（株） 代表取締役 田中　武志 県外 東京都港区新橋５丁目２５番２号 03-5473-6028 03-5473-0338 第１希望 室内装飾品 ブラインド
173319 クリーンテックス（株） 代表取締役 田中　武志 県外 東京都港区新橋５丁目２５番２号 03-5473-6028 03-5473-0338 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
173319 クリーンテックス（株） 代表取締役 田中　武志 県外 東京都港区新橋５丁目２５番２号 03-5473-6028 03-5473-0338 第２希望 リース その他 カーテン
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第１希望 薬品 工業薬品
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第１希望 薬品 水道用薬品
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第１希望 薬品 その他 水処理用薬品、活性炭、ろ材、充填剤、膜他
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第３希望 産業用機器及び資材 その他 ろ過装置、水処理装置、脱水機、散気装置他
103760 （株）クリタス 代表取締役 黒川　洋一 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301 03-3590-3396 第４希望 その他物品 その他 ウォータースライダー、プール遊具
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272968 栗原紙材（株） 代表取締役 栗原　正雄 県外 東京都荒川区東日暮里一丁目２７番９号 03-3806-1751 03-5604-5301 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
272968 栗原紙材（株） 代表取締役 栗原　正雄 県外 東京都荒川区東日暮里一丁目２７番９号 03-3806-1751 03-5604-5301 第２希望 その他物品 ダンボール
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 液体分析機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 化学分析機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 顕微鏡
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 電気計測器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 測量機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第３希望 薬品 治療用医薬品
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第３希望 薬品 検査試薬
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第３希望 薬品 医療用ガス
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 消火器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 避難器具
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 非常食
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 警察用品
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第４希望 消防・保安用品 防災用品
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第５希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第５希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第５希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第５希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 第５希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 文具・事務機器 文房具
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 文具・事務機器 用紙類
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 文具・事務機器 事務機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 家具・什器 木製家具・什器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 家具・什器 スチール製家具・什器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 家具・什器 特注家具
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 リース 電算機
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 リース 医療機器
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 リース 寝具・オムツ
173623 （株）栗原医療器械店 代表取締役 栗原　勝 準県内 群馬県太田市清原町４番地の６ 0276-37-8192 0276-37-8557 リース 事務機器・視聴覚機器
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第１希望 印刷・製本 電子出版
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
282262 （株）クレステック 代表取締役 高林　彰 県外 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地 053-435-3553 053-435-3356 第３希望 リース 電算機
412152 （株）グラファー 代表取締役 石井　大地 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目２番３号 03-3405-7007 03-6369-3823 第１希望 リース 電算機
412152 （株）グラファー 代表取締役 石井　大地 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目２番３号 03-3405-7007 03-6369-3823 第１希望 リース 電気・通信機器
409587 （株）グランドユニット 代表取締役 龍　慧子 県外 東京都台東区浅草橋三丁目１９番４号ピノチオビル５階 03-5829-5920 03-5829-5921 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第１希望 不用品買受 その他 不用パソコンなどの情報機器
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第３希望 文具・事務機器 用紙類
401590 （株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 052-734-0307 052-732-8272 第４希望 農業用機器及び資材 その他 ゼオライト
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 看板
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 標識
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 黒板
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第１希望 看板・模型 その他 ホワイトボード
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 消火器
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 避難器具
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
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410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 防災用品
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第２希望 消防・保安用品 その他 ヘルメット、マスク
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第３希望 リース 医療機器
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第３希望 リース 仮設建物
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第３希望 リース その他 カラーコーン、バリケード、発電機
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第４希望 靴・革製品 手袋
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第４希望 靴・革製品 雨衣
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第５希望 繊維・寝具 帽子
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第５希望 繊維・寝具 寝具
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第５希望 繊維・寝具 天幕
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 第５希望 繊維・寝具 その他 腕章、安全ベスト
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 印刷・製本 その他 ステッカー・シール印刷
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 記念品・贈答品 バッジ・メダル
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤセット
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 理化学機器 測量機器
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 土木・建築用機器及び資材 その他 土のう、歩行者マット、点字タイル
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 産業用機器及び資材 電動工具
410297 （株）グリーンクロス 代表取締役 久保　孝二 準県内 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 092-521-6570 092-526-5580 その他物品 その他 環境整備品
101661 （有）ぐりーん興業 代表取締役 田邉　静雄 市内 長生郡長生村一松乙２０６７番地の２４ 0475-32-2337 0475-32-3444 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
101661 （有）ぐりーん興業 代表取締役 田邉　静雄 市内 長生郡長生村一松乙２０６７番地の２４ 0475-32-2337 0475-32-3444 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 砕石　砂利
400965 （株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 代表取締役 オセイ　トーマスオウス 県外 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ 048-797-2363 048-797-6456 第１希望 不用品買受 金属くず
400965 （株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 代表取締役 オセイ　トーマスオウス 県外 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ 048-797-2363 048-797-6456 第１希望 不用品買受 自動車
400965 （株）ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ　ＲＥＣＹＣＬＥ 代表取締役 オセイ　トーマスオウス 県外 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１７５０番地１ 048-797-2363 048-797-6456 第１希望 不用品買受 自転車
172047 グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 準県内 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 079-297-3131 079-294-6233 第１希望 電算機・電算用品 その他 貨幣処理機・窓口番号受付システム・投票用紙分類機・投票用紙交付機

172047 グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 準県内 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 079-297-3131 079-294-6233 第２希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
172047 グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 準県内 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 079-297-3131 079-294-6233 第３希望 その他物品 選挙備品
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 電気計測器
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第１希望 理化学機器 その他 環境測定機器に関する物品
170849 （有）ケー・ケー・エス商会 代表取締役 伊藤　泰弘 県内 千葉市中央区浜野町９３８番地３ 043-268-0321 043-265-6301 第２希望 その他物品 その他 環境測定機器に関する物品
402125 （株）Ｋ．Ｋファーマシー 代表取締役 市原　キミ子 県内 茂原市町保７番地 0475-22-2254 0475-22-7054 第１希望 薬品 治療用医薬品
402125 （株）Ｋ．Ｋファーマシー 代表取締役 市原　キミ子 県内 茂原市町保７番地 0475-22-2254 0475-22-7054 第１希望 薬品 検査試薬
402125 （株）Ｋ．Ｋファーマシー 代表取締役 市原　キミ子 県内 茂原市町保７番地 0475-22-2254 0475-22-7054 第１希望 薬品 工業薬品
402125 （株）Ｋ．Ｋファーマシー 代表取締役 市原　キミ子 県内 茂原市町保７番地 0475-22-2254 0475-22-7054 第１希望 薬品 水道用薬品
402125 （株）Ｋ．Ｋファーマシー 代表取締役 市原　キミ子 県内 茂原市町保７番地 0475-22-2254 0475-22-7054 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第２希望 リース 電算機
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
280335 （株）ケー・デー・シー 代表取締役 高柳　公康 県外 東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号 03-5733-5111 03-5733-0585 第３希望 文具・事務機器 事務機器
410465 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 042-560-2042 042-560-2273 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
410465 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 042-560-2042 042-560-2273 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
410465 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 042-560-2042 042-560-2273 第１希望 家具・什器 特注家具
410465 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 042-560-2042 042-560-2273 第１希望 家具・什器 その他 移動ステージ等の公共施設の諸設備及び備品
410465 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 042-560-2042 042-560-2273 第２希望 文具・事務機器 事務機器
130853 （一財）経済調査会 理事長 望月　常好 県外 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 03-5777-8211 03-5777-8226 第１希望 書籍・教材 書籍
130853 （一財）経済調査会 理事長 望月　常好 県外 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 03-5777-8211 03-5777-8226 第１希望 書籍・教材 その他 電子書籍
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第１希望 文具・事務機器 文房具
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第１希望 文具・事務機器 用紙類
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第１希望 文具・事務機器 事務機器
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第１希望 文具・事務機器 印章
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第２希望 印刷・製本 活版印刷
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第５希望 通信機・家電 家電製品
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 第５希望 通信機・家電 照明器具
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
172581 ケイティケイ（株） 代表取締役 青山　英生 準県内 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 052-931-1881 052-932-5459 その他物品 その他 オフィス用品全般
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 消火器
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 避難器具
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 非常食
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第１希望 消防・保安用品 防災用品
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第３希望 通信機・家電 照明器具
184919 （株）京葉匠房 代表取締役 齋藤　友基 準県内 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１３号ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯田橋１Ｆ 03-6261-1965 03-6261-1966 第４希望 リース その他 ＬＥＤ電球
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第１希望 家具・什器 特注家具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 帽子
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 白衣
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 寝具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第２希望 繊維・寝具 天幕
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 革靴
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 手袋
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 雨衣
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第３希望 靴・革製品 皮革製品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第４希望 その他物品 葬儀用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第４希望 その他物品 その他 骨壺等
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 カーテン
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 ブラインド
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 建具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 第５希望 室内装飾品 畳
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 文具・事務機器 文房具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 文具・事務機器 用紙類
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 文具・事務機器 事務機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 記念品・贈答品 販促用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 記念品・贈答品 記念品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 薬品 工業薬品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 薬品 水道用薬品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 消防・保安用品 非常食
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 消防・保安用品 防犯用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 消防・保安用品 防災用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 食器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 工具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 塗料
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 家庭用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 日用雑貨・金物 荒物
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 車両 乗用車
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 車両 軽自動車
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 車両 自動車用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 車両 その他 ドライブレコーダー・ナビゲーションシステム・バックモニター等
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 看板
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 掲示板・標示板
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 黒板
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 看板・模型 模型・展示品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
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171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 通信機・家電 無線機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 通信機・家電 家電製品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 通信機・家電 照明器具
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 通信機・家電 空調機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 運動用品 運動用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 運動用品 運動衣
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 運動用品 レジャー用品
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 電算機
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 医療機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 事務機器・視聴覚機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 電気・通信機器
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 自動車・船舶
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 仮設建物
171211 京葉産業（株） 代表取締役 加曽利　邦彦 県内 市川市市川南四丁目２番１１号 047-322-6411 047-325-0730 リース 植木・鉢物
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第１希望 印刷・製本 地図印刷
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第１希望 印刷・製本 電子出版
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第２希望 リース 電算機
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第４希望 その他物品 その他 千葉県全県航空写真販売（昭和４２年撮影開始）
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 第５希望 書籍・教材 地図
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 文具・事務機器 事務機器
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 写真機 フィルム
130104 京葉測量（株） 代表取締役 林　正美 県内 習志野市茜浜三丁目４番６号 047-454-3411 047-451-3416 写真機 ＤＥＰ
174416 剣尚堂徳成（有） 代表取締役 小泉　和夫 県内 松戸市常盤平柳町二丁目２３番地 047-387-4821 047-727-8045 第１希望 運動用品 運動用品
174416 剣尚堂徳成（有） 代表取締役 小泉　和夫 県内 松戸市常盤平柳町二丁目２３番地 047-387-4821 047-727-8045 第１希望 運動用品 武道具
130856 （一財）建設物価調査会 理事長 北橋　建治 県外 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 03-3663-2411 03-3663-2417 第１希望 書籍・教材 書籍
273167 （株）元創 代表取締役 石住　秀樹 県外 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 03-6911-3777 03-6911-3779 第１希望 その他物品 その他 火葬炉台車保護材・火葬炉用品の販売
270209 （株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 03-3846-1088 03-3846-1189 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270209 （株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 03-3846-1088 03-3846-1189 第２希望 書籍・教材 書籍
409001 （株）現代興業 代表取締役 石田　照昂 県内 匝瑳市栢田８５４７番地の２ 0479-74-7887 0479-74-7917 第１希望 不用品買受 金属くず
409001 （株）現代興業 代表取締役 石田　照昂 県内 匝瑳市栢田８５４７番地の２ 0479-74-7887 0479-74-7917 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
409001 （株）現代興業 代表取締役 石田　照昂 県内 匝瑳市栢田８５４７番地の２ 0479-74-7887 0479-74-7917 第１希望 不用品買受 機械
409001 （株）現代興業 代表取締役 石田　照昂 県内 匝瑳市栢田８５４７番地の２ 0479-74-7887 0479-74-7917 第１希望 不用品買受 自転車
409001 （株）現代興業 代表取締役 石田　照昂 県内 匝瑳市栢田８５４７番地の２ 0479-74-7887 0479-74-7917 第１希望 不用品買受 資源物
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第１希望 看板・模型 看板
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第１希望 看板・模型 その他 選挙ポスター掲示板
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第２希望 その他物品 選挙備品
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第３希望 記念品・贈答品 記念品
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第３希望 記念品・贈答品 その他 ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、起き上がりこぼし、うちわ、その他啓発品

171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第４希望 印刷・製本 オフセット印刷
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第４希望 印刷・製本 特殊印刷
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第４希望 印刷・製本 その他 路面シート、クリアファイル、マグネットシート
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第５希望 繊維・寝具 帽子
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 第５希望 繊維・寝具 その他 防犯ベスト、エコバッグ
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 日用雑貨・金物 食器
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 日用雑貨・金物 家庭用品
171345 （株）コーエー 代表取締役 菅谷　和雄 県外 茨城県取手市清水７４７番地 0297-83-2424 0297-83-6464 日用雑貨・金物 その他 キッチンクリーナー、トイレクリーナー他
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第１希望 不用品買受 自動車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 乗用車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 貨物自動車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 軽自動車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 バス
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 特殊車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 特種用途自動車
274664 （有）コーシン自動車 取締役 堀　幸次郎 県外 東京都江戸川区一之江二丁目１８番８号 03-3653-6355 03-3653-1377 第２希望 車両 二輪車
174611 （株）コートテック 代表取締役 上田　哲三 県外 広島県尾道市高須町１０９５番地４２ 0848-38-0208 0848-38-0209 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
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174611 （株）コートテック 代表取締役 上田　哲三 県外 広島県尾道市高須町１０９５番地４２ 0848-38-0208 0848-38-0209 第１希望 看板・模型 その他 選挙ポスター掲示板
174611 （株）コートテック 代表取締役 上田　哲三 県外 広島県尾道市高須町１０９５番地４２ 0848-38-0208 0848-38-0209 第２希望 その他物品 選挙備品
173946 （株）コーネットワーク 代表取締役 川島　富美子 県外 大阪府大阪市西淀川区姫島１丁目１４番１８号 06-6478-1052 06-6478-1061 第１希望 文具・事務機器 事務機器
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 金属くず
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 機械
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 自動車
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 自転車
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第１希望 不用品買受 資源物
172803 （株）コーヨーテクノ 代表取締役 高田　陽吉 県内 八千代市島田台１１９０番地１０ 043-309-7344 043-445-1777 第２希望 その他物品 ダンボール
270773 小池（株） 代表取締役 小池　裕之 県外 茨城県古河市幸町１番４５号 0280-32-5322 0280-32-0755 第１希望 車両 特種用途自動車
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第１希望 薬品 医療用ガス
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第１希望 薬品 工業用ガス
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第３希望 理化学機器 化学分析機器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第３希望 理化学機器 顕微鏡
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
105765 コイケ酸商（株） 代表取締役社長 知本　充 準県内 東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 03-3874-7421 03-3874-7427 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
101912 （株）小池電機 代表取締役 小池　豊彦 県内 八千代市吉橋１７８０番地 047-450-7434 047-459-1019 第１希望 通信機・家電 放送機器
101912 （株）小池電機 代表取締役 小池　豊彦 県内 八千代市吉橋１７８０番地 047-450-7434 047-459-1019 第１希望 通信機・家電 家電製品
101912 （株）小池電機 代表取締役 小池　豊彦 県内 八千代市吉橋１７８０番地 047-450-7434 047-459-1019 第１希望 通信機・家電 照明器具
101912 （株）小池電機 代表取締役 小池　豊彦 県内 八千代市吉橋１７８０番地 047-450-7434 047-459-1019 第１希望 通信機・家電 空調機器
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第２希望 通信機・家電 家電製品
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第２希望 通信機・家電 照明器具
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第２希望 通信機・家電 空調機器
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第３希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第３希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
173654 （株）小泉東関東 代表取締役 湯浅　裕達 準県内 茨城県土浦市並木三丁目９番５号 029-823-3146 029-821-5675 第５希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第１希望 薬品 工業薬品
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第１希望 薬品 水道用薬品
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第２希望 理化学機器 気体分析機器
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第２希望 理化学機器 液体分析機器
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第２希望 理化学機器 化学分析機器
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第２希望 理化学機器 顕微鏡
273832 弘栄化学（株） 代表取締役 中川　弘 県内 船橋市高根町１７５２番１ 047-438-4649 047-438-8049 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
103486 公営事業（株） 代表取締役 鈴木　惠三 準県内 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 03-5340-0361 03-5340-0360 第１希望 薬品 工業薬品
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第２希望 リース 電算機
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第２希望 リース 電気・通信機器
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第３希望 文具・事務機器 事務機器
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第４希望 通信機・家電 照明器具
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第４希望 通信機・家電 空調機器
171411 公益情報システム（株） 代表取締役 藤崎　忠夫 県内 千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号 043-287-2011 043-287-2012 第５希望 消防・保安用品 防災用品
230534 公共地研（株） 代表取締役 遠藤　巌 準県内 埼玉県川口市戸塚三丁目２５番２７号 048-297-5751 048-297-5665 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
230534 公共地研（株） 代表取締役 遠藤　巌 準県内 埼玉県川口市戸塚三丁目２５番２７号 048-297-5751 048-297-5665 第１希望 看板・模型 その他 街区案内板
230534 公共地研（株） 代表取締役 遠藤　巌 準県内 埼玉県川口市戸塚三丁目２５番２７号 048-297-5751 048-297-5665 第２希望 その他物品 その他 街区表示板・町名表示板
174269 弘済商事（株） 代表取締役 平井　作実 県内 習志野市大久保一丁目８番１３号 047-475-7415 043-250-7786 第１希望 リース その他 仮設トイレ・シャワーユニット・仮設ハウス
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103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第１希望 薬品 工業薬品
103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第１希望 薬品 その他 プール用消毒剤
103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103533 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 準県内 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 06-6911-7100 06-6911-7077 第３希望 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・モーター
273734 （有）小路印刷所 代表取締役 小路　誠 県内 茂原市下永吉１６８番地の３ 0475-23-0136 0475-23-0137 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第１希望 運動用品 運動用品
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第１希望 運動用品 武道具
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第１希望 運動用品 体育器具
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第１希望 運動用品 運動衣
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第１希望 運動用品 レジャー用品
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第２希望 記念品・贈答品 記念品
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第３希望 その他物品 選挙備品
171798 （有）小路スポーツ 代表取締役 小路　貴登志 県内 いすみ市大原８６１３番地の１ 0470-62-0541 0470-62-0596 第３希望 その他物品 遊具
403636 （株）ＫＯＵＺＵＫＩ 代表取締役 立石　照子 県内 木更津市万石５８０番地１ 0438-41-5306 0438-41-9327 第１希望 リース 仮設建物
403636 （株）ＫＯＵＺＵＫＩ 代表取締役 立石　照子 県内 木更津市万石５８０番地１ 0438-41-5306 0438-41-9327 第１希望 リース その他 仮設トイレ
403636 （株）ＫＯＵＺＵＫＩ 代表取締役 立石　照子 県内 木更津市万石５８０番地１ 0438-41-5306 0438-41-9327 第２希望 その他物品 その他 仮設トイレにまつわるし尿処理付帯サービス業務
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第２希望 書籍・教材 教材
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第２希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第２希望 書籍・教材 その他 多言語　翻訳関連ソフト
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第３希望 消防・保安用品 防災用品
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第３希望 消防・保安用品 その他 構内・構外　多言語放送機器
284595 （株）高電社 代表取締役 岩城　陽子 県外 大阪府大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番１号 06-6628-8880 06-6628-2351 第４希望 リース その他 機械翻訳エンジン
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第２希望 通信機・家電 放送機器
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第２希望 通信機・家電 無線機器
171574 （一財）高度映像情報センター 理事長 久保田　了司 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 03-3239-1121 03-5157-9225 第２希望 通信機・家電 家電製品
170727 鴻池メディカル（株） 代表取締役 本村　明則 準県内 東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 03-3580-3860 03-3580-3864 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170727 鴻池メディカル（株） 代表取締役 本村　明則 準県内 東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 03-3580-3860 03-3580-3864 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170727 鴻池メディカル（株） 代表取締役 本村　明則 準県内 東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 03-3580-3860 03-3580-3864 第３希望 リース 寝具・オムツ
170727 鴻池メディカル（株） 代表取締役 本村　明則 準県内 東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 03-3580-3860 03-3580-3864 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 第１希望 印刷・製本 その他 シルク印刷等
170213 （株）弘文社 代表取締役 湯浅　秀俊 県内 市川市市川南二丁目７番２号 047-324-5977 047-323-1106 文具・事務機器 用紙類
182999 神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 078-321-2522 078-321-2559 第１希望 通信機・家電 放送機器
182999 神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 078-321-2522 078-321-2559 第１希望 通信機・家電 その他 議場用音響・映像設備機器（カメラ・マイク等）
182999 神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 078-321-2522 078-321-2559 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
182999 神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 078-321-2522 078-321-2559 第２希望 印刷・製本 その他 会議録の印刷製本
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第１希望 印刷・製本 電子出版
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第２希望 文具・事務機器 文房具
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第２希望 文具・事務機器 印章
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第３希望 記念品・贈答品 記念品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第３希望 記念品・贈答品 その他 ワッペン
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 看板
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 標識
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 黒板
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 模型・展示品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第４希望 看板・模型 ナンバープレート
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
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170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第５希望 繊維・寝具 帽子
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 第５希望 繊維・寝具 天幕
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 書籍・教材 教材
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 日用雑貨・金物 食器
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 日用雑貨・金物 家庭用品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 靴・革製品 手袋
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 靴・革製品 雨衣
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 靴・革製品 皮革製品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 家具・什器 木製家具・什器
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 家具・什器 スチール製家具・什器
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 家具・什器 特注家具
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 室内装飾品 ブラインド
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 運動用品 運動衣
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 運動用品 レジャー用品
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 その他物品 ダンボール
170030 （株）弘報社 代表取締役 吉田　良一 県内 千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 043-268-2371 043-265-5788 その他物品 選挙備品
105141 光陽（株） 代表取締役 沖　広美 県内 佐倉市ユーカリが丘四丁目１番地１ 043-462-9751 043-462-9704 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 無機系
407640 （株）光洋 代表取締役 里中　祐介 県内 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 043-301-5771 043-301-5772 第１希望 リース 植木・鉢物
407640 （株）光洋 代表取締役 里中　祐介 県内 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 043-301-5771 043-301-5772 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
407640 （株）光洋 代表取締役 里中　祐介 県内 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 043-301-5771 043-301-5772 第３希望 消防・保安用品 防災用品
407640 （株）光洋 代表取締役 里中　祐介 県内 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 043-301-5771 043-301-5772 第４希望 その他物品 その他 廃棄ケーブル（電気・同軸・光ファイバー）含む
407640 （株）光洋 代表取締役 里中　祐介 県内 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 043-301-5771 043-301-5772 不用品買受 資源物
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 金物
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 食器
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 工具
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第２希望 運動用品 運動用品
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第３希望 土木・建築用機器及び資材 木材
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第３希望 土木・建築用機器及び資材 その他 清掃用品
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第４希望 リース その他 清掃用品
105505 孝和建商（株） 代表取締役 小黒　剛 県内 千葉市中央区汐見丘町１６番１２号 043-245-4111 043-244-9550 第５希望 その他物品 その他 清掃用品
103484 郡リース（株） 代表取締役 郡　正直 準県内 東京都港区六本木六丁目１１番１７号 03-3470-0291 03-3470-9044 第１希望 リース 仮設建物
103484 郡リース（株） 代表取締役 郡　正直 準県内 東京都港区六本木六丁目１１番１７号 03-3470-0291 03-3470-9044 第１希望 リース その他 プレハブ建物のリース及びそれに付帯する設備（空調機、衛生、厨房器具、什器、備品等）のリース

130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第２希望 リース 電算機
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第２希望 リース 電気・通信機器
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第３希望 印刷・製本 地図印刷
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第３希望 印刷・製本 電子出版
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第４希望 その他物品 その他 航空写真、衛星画像、グリーン電力証書
130882 国際航業（株） 代表取締役社長 土方　聡 準県内 東京都千代田区六番町２番地 03-3262-6221 03-3262-7020 第５希望 看板・模型 模型・展示品
132043 国際文化財（株） 代表取締役社長 小山　規見 県外 東京都千代田区六番町２番地 03-6361-2455 03-5447-5955 第１希望 理化学機器 測量機器
132043 国際文化財（株） 代表取締役社長 小山　規見 県外 東京都千代田区六番町２番地 03-6361-2455 03-5447-5955 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
132043 国際文化財（株） 代表取締役社長 小山　規見 県外 東京都千代田区六番町２番地 03-6361-2455 03-5447-5955 第３希望 リース 電算機
132043 国際文化財（株） 代表取締役社長 小山　規見 県外 東京都千代田区六番町２番地 03-6361-2455 03-5447-5955 第３希望 リース その他 自社作成ソフト
130904 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 03-5481-3000 03-5481-3030 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
130904 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 03-5481-3000 03-5481-3030 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
130904 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 03-5481-3000 03-5481-3030 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130904 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 03-5481-3000 03-5481-3030 第２希望 リース 電算機
130904 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 03-5481-3000 03-5481-3030 第３希望 文具・事務機器 文房具
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第１希望 印刷・製本 電子出版
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第２希望 看板・模型 模型・展示品
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第３希望 書籍・教材 地図
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第３希望 書籍・教材 教材
131666 国土地図（株） 代表取締役 稲垣　秀夫 県外 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 03-3953-5879 03-3953-5963 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第１希望 文具・事務機器 文房具
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第１希望 文具・事務機器 用紙類
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第１希望 文具・事務機器 事務機器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第１希望 文具・事務機器 印章
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
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105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第２希望 家具・什器 特注家具
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 カーテン
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 ブラインド
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 建具
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 畳
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第３希望 室内装飾品 その他 ０Ａフロア等
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第４希望 消防・保安用品 非常食
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第４希望 消防・保安用品 防災用品
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第５希望 記念品・贈答品 販促用品
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 第５希望 記念品・贈答品 記念品
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 書籍・教材 教材
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 書籍・教材 理科実験機器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 書籍・教材 視聴覚教育機器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 繊維・寝具 白衣
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 繊維・寝具 寝具
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 繊維・寝具 天幕
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 理化学機器 実験用機器・什器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 写真機 写真機
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 写真機 映写機
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 写真機 フィルム
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 写真機 ＤＥＰ
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 百貨店 百貨店（定款に百貨店業の記載のある者に限る）

105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 給湯器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 看板・模型 看板
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 看板・模型 掲示板・標示板
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 看板・模型 標識
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 看板・模型 黒板
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 通信機・家電 電話交換機
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 通信機・家電 家電製品
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 通信機・家電 照明器具
105978 コクヨマーケティング（株） 代表取締役 山岸　喬 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 03-5510-3156 03-5510-3759 通信機・家電 空調機器
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第１希望 室内装飾品 カーテン
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第１希望 室内装飾品 ブラインド
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第１希望 室内装飾品 簡易間仕切り
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第３希望 産業用機器及び資材 その他 捲揚機
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第４希望 日用雑貨・金物 金物
202693 （有）コスモ・インテリア 代表取締役 木村　順一 県内 白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号 047-491-1708 047-491-5288 第４希望 日用雑貨・金物 荒物
104043 コスモ工機（株） 代表取締役 加藤　正明 県外 東京都港区西新橋三丁目９番５号 03-3435-8810 03-3435-8830 第１希望 水道・ガス用資材 その他 不断水製品・特殊押輪・伸縮可撓管
104043 コスモ工機（株） 代表取締役 加藤　正明 県外 東京都港区西新橋三丁目９番５号 03-3435-8810 03-3435-8830 第２希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
104428 （株）コトブキ 代表取締役 深澤　光幸 準県内 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 03-5733-6691 03-5733-6675 第１希望 その他物品 遊具
104428 （株）コトブキ 代表取締役 深澤　光幸 準県内 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 03-5733-6691 03-5733-6675 第１希望 その他物品 その他 ストリートファニチュア
104428 （株）コトブキ 代表取締役 深澤　光幸 準県内 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 03-5733-6691 03-5733-6675 第２希望 看板・模型 看板
104428 （株）コトブキ 代表取締役 深澤　光幸 準県内 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 03-5733-6691 03-5733-6675 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
104428 （株）コトブキ 代表取締役 深澤　光幸 準県内 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 03-5733-6691 03-5733-6675 第３希望 運動用品 体育器具
272185 （株）こどものとも 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区誉田町一丁目３７１番５ 043-293-1901 043-293-1902 第１希望 書籍・教材 書籍
272185 （株）こどものとも 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区誉田町一丁目３７１番５ 043-293-1901 043-293-1902 第１希望 書籍・教材 教材
272185 （株）こどものとも 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区誉田町一丁目３７１番５ 043-293-1901 043-293-1902 第２希望 その他物品 遊具
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第１希望 文具・事務機器 文房具
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
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170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第２希望 医療用機器・衛生材料
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 電話交換機
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 放送機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 無線機器
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 家電製品
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 照明器具
170745 コニカミノルタジャパン（株） 代表取締役社長 原口　淳 準県内 東京都港区芝浦一丁目１番１号 03-6324-1070 03-3454-3207 第４希望 通信機・家電 空調機器
104622 コニカミノルタプラネタリウム（株） 取締役社長 持田　啓介 県外 東京都豊島区東池袋３丁目１番３号　 03-5985-1711 03-5985-1712 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
104622 コニカミノルタプラネタリウム（株） 取締役社長 持田　啓介 県外 東京都豊島区東池袋３丁目１番３号　 03-5985-1711 03-5985-1712 第２希望 その他物品 その他 プラネタリウム関連機器、消耗品
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第１希望 印刷・製本 その他 ラベル印刷
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第２希望 文具・事務機器 事務機器
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動ラベル貼付機器、ラベルプリンタ、ディバイス、ナースカート

170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170075 小林クリエイト（株） 代表取締役 小林　友也 準県内 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 0566-26-5310 0566-26-5308 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 放送機器
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 無線機器
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 家電製品
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 照明器具
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 空調機器
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第１希望 通信機・家電 その他 テレビアンテナ
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第２希望 消防・保安用品 防災用品
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第３希望 電算機・電算用品 その他 コンピューター周辺機器消耗品
409568 （株）こまごめ電気 代表取締役 鵜澤　弘之 県内 長生郡睦沢町上市場２２８２番地３ 0475-44-1409 0475-44-2609 第４希望 文具・事務機器 事務機器
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第１希望 車両 特殊車
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第１希望 車両 特種用途自動車
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第１希望 車両 自動車修理
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第１希望 車両 タイヤ
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第１希望 車両 自動車用品
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第３希望 リース その他 特種車両
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第４希望 不用品買受 その他 特種車両
172362 コマツカスタマーサポート（株） 代表取締役 三浦　和明 準県内 東京都港区白金一丁目１７番３号 050-3486-4140044-379-7219 第５希望 その他物品 その他 戸笈種車両に係る製品
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第１希望 リース 寝具・オムツ
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第１希望 リース その他 リネン類
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第２希望 繊維・寝具 寝具
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第２希望 繊維・寝具 その他 災害救助用毛布
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第３希望 室内装飾品 カーテン
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第３希望 室内装飾品 ブラインド
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第４希望 消防・保安用品 その他 災害備蓄用毛布
172142 小山（株） 代表取締役 小山　智士 準県内 奈良県奈良市大森町４７番地の３ 0742-22-4321 0742-22-7580 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 白衣
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 寝具
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 天幕
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第１希望 繊維・寝具 その他 カーテン
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第２希望 室内装飾品 カーテン
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第２希望 室内装飾品 ブラインド
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第２希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第４希望 リース 寝具・オムツ
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172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第５希望 消防・保安用品 防災用品
172143 （株）小山商会 代表取締役社長 小山　喜雄 準県内 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 022-265-9701 022-265-7615 第５希望 消防・保安用品 その他 備蓄用毛布
106246 金剛（株） 代表取締役 田中　稔彦 県外 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 096-355-1111 096-352-0227 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
106246 金剛（株） 代表取締役 田中　稔彦 県外 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 096-355-1111 096-352-0227 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第１希望 繊維・寝具 帽子
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第２希望 消防・保安用品 非常食
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第２希望 消防・保安用品 警察用品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第２希望 消防・保安用品 防災用品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第３希望 看板・模型 看板
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第３希望 看板・模型 標識
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第４希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第４希望 記念品・贈答品 記念品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 第５希望 日用雑貨・金物 家庭用品
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 靴・革製品 作業靴・安全靴
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 靴・革製品 手袋
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 靴・革製品 雨衣
403849 （株）コンツナ 代表取締役 山田　賀昭 県外 静岡県藤枝市下当間６２１番地の１ 054-641-0939 054-643-6659 靴・革製品 皮革製品
170411 （株）コンドー楽器 代表取締役 近藤　直弘 県内 木更津市大和三丁目２番１９号 0438-23-5511 0438-23-2141 第１希望 書籍・教材 書籍
170411 （株）コンドー楽器 代表取締役 近藤　直弘 県内 木更津市大和三丁目２番１９号 0438-23-5511 0438-23-2141 第１希望 書籍・教材 楽器
170411 （株）コンドー楽器 代表取締役 近藤　直弘 県内 木更津市大和三丁目２番１９号 0438-23-5511 0438-23-2141 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第１希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第１希望 記念品・贈答品 販促用品
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第１希望 記念品・贈答品 記念品
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第１希望 記念品・贈答品 その他 ストラップ、うちわ、扇子、マスコット
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第２希望 文具・事務機器 文房具
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第２希望 文具・事務機器 その他 クリアファイル
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第３希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第３希望 印刷・製本 特殊印刷
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第３希望 印刷・製本 その他 プラスチック印刷、ラベル、シール、布印刷
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
409862 （株）近藤印刷 代表取締役 近藤　起久子 県外 愛知県名古屋市中川区石場町二丁目５１番地 052-361-5445 052-362-6759 第５希望 運動用品 運動衣
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第２希望 通信機・家電 電話交換機
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第２希望 通信機・家電 空調機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第３希望 文具・事務機器 事務機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第４希望 書籍・教材 教育機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 第５希望 印刷・製本 電子出版
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 産業用機器及び資材 電動工具
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 リース 電算機
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 リース 事務機器・視聴覚機器
174341 コンピュータ利用促進（協） 代表理事 山上　清 県外 山梨県甲府市幸町１３番２１号 055-236-1288 055-236-1301 リース 電気・通信機器
270186 （株）コンヴィヴ 代表取締役 菅原　健次 県外 東京都文京区本郷二丁目２７番１８号 03-3818-4670 03-3818-4852 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270186 （株）コンヴィヴ 代表取締役 菅原　健次 県外 東京都文京区本郷二丁目２７番１８号 03-3818-4670 03-3818-4852 第２希望 書籍・教材 書籍
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第１希望 看板・模型 看板
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第１希望 看板・模型 標識
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第１希望 看板・模型 その他 道路反射鏡・縁石鋲
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第２希望 消防・保安用品 その他 高輝度蓄光式誘導標識
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第３希望 運動用品 体育器具
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第４希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第４希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第４希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第４希望 土木・建築用機器及び資材 その他 グレーチング、合材
173152 ゴコウ（株） 代表取締役 兵頭　渉三 県外 神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地 045-473-7855 045-473-7859 第５希望 その他物品 遊具
400687 （株）五藤光学研究所 取締役社長 五藤　信隆 県外 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 042-362-5311 042-402-0123 第１希望 理化学機器 その他 プラネタリウムおよびその周辺機器
274355 （有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 県外 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 0494-24-3995 0494-24-3982 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
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274355 （有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 県外 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 0494-24-3995 0494-24-3982 第２希望 文具・事務機器 文房具
274355 （有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 県外 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 0494-24-3995 0494-24-3982 第２希望 文具・事務機器 その他 オリジナルファイル、回覧板
274355 （有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 県外 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 0494-24-3995 0494-24-3982 第３希望 その他物品 その他 回覧板、広報綴り、オリジナルファイル、パンフレット、チラシ、リーフレット、ポスター、各種啓発用品

174026 （福）埼玉福祉会 理事長 並木　則康 県外 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 048-481-2188 048-481-0752 第１希望 文具・事務機器 文房具
174026 （福）埼玉福祉会 理事長 並木　則康 県外 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 048-481-2188 048-481-0752 第２希望 書籍・教材 書籍
174026 （福）埼玉福祉会 理事長 並木　則康 県外 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 048-481-2188 048-481-0752 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
174026 （福）埼玉福祉会 理事長 並木　則康 県外 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 048-481-2188 048-481-0752 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
174026 （福）埼玉福祉会 理事長 並木　則康 県外 埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号 048-481-2188 048-481-0752 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第１希望 看板・模型 標識
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 消火器
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 避難器具
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 非常食
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第２希望 消防・保安用品 防災用品
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第３希望 繊維・寝具 帽子
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第３希望 繊維・寝具 寝具
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第３希望 繊維・寝具 天幕
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第４希望 靴・革製品 革靴
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第４希望 靴・革製品 手袋
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第４希望 靴・革製品 雨衣
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 第５希望 車両 特種用途自動車
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
203331 （株）斉藤商会 代表取締役 斉藤　孝治 県内 茂原市茂原１１７１番地の４ 0475-23-9577 0475-23-9576 記念品・贈答品 バッジ・メダル
273661 （株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 県外 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番１３号 06-6766-3341 06-6766-3351 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 消火器
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 避難器具
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 非常食
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 警察用品
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第１希望 消防・保安用品 防災用品
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第２希望 靴・革製品 革靴
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第２希望 靴・革製品 手袋
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第２希望 靴・革製品 雨衣
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第３希望 繊維・寝具 帽子
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第４希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
106421 （株）サイボウ 代表取締役 結城　剛 準県内 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 048-687-3131 048-687-2001 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173245 （株）佐賀電算センター 代表取締役 宮地　大治 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 0952-34-1500 0952-34-1541 第２希望 リース 電算機
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 気体分析機器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 液体分析機器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 化学分析機器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 電気計測器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第１希望 理化学機器 その他 理化学機械器具類
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第２希望 リース その他 環境・計測機器
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第３希望 薬品 検査試薬
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第３希望 薬品 工業薬品
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第３希望 薬品 工業用ガス
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第３希望 薬品 水道用薬品
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第３希望 薬品 その他 分析計用吸収液
410938 サガミ計測（株） 代表取締役 蒔田　建 県外 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 042-778-3646 042-778-3347 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
170210 （株）さくら印刷 代表取締役 鎌田　俊郎 県内 茂原市下永吉３９９番地１ 0475-22-3593 0475-24-8860 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170210 （株）さくら印刷 代表取締役 鎌田　俊郎 県内 茂原市下永吉３９９番地１ 0475-22-3593 0475-24-8860 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170210 （株）さくら印刷 代表取締役 鎌田　俊郎 県内 茂原市下永吉３９９番地１ 0475-22-3593 0475-24-8860 第１希望 印刷・製本 電子出版
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 消火器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 避難器具

44／141



令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 非常食
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 警察用品
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第１希望 消防・保安用品 防災用品
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第２希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第２希望 産業用機器及び資材 木工用機械
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第２希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第２希望 産業用機器及び資材 電動工具
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 気体分析機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 液体分析機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 化学分析機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 電気計測器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 測量機器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 度量衡
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第４希望 車両 特殊車
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第４希望 車両 特種用途自動車
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第４希望 車両 自動車修理
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第５希望 日用雑貨・金物 工具
375091 桜ホース（株） 代表取締役 伊藤　宏 県外 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 03-3465-7414 03-3460-4910 第５希望 日用雑貨・金物 荒物
182970 （株）澤速記事務所 代表取締役 澤　吉昭 県外 東京都世田谷区北沢二丁目２２番１３号　ＸＡビル３階 03-3413-5821 03-3412-1255 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
182970 （株）澤速記事務所 代表取締役 澤　吉昭 県外 東京都世田谷区北沢二丁目２２番１３号　ＸＡビル３階 03-3413-5821 03-3412-1255 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 消火器
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 非常食
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170908 サワダ安全防災（株） 代表取締役 澤田　博 県内 市原市五井８８９４番地 0436-22-6301 0436-22-6652 第１希望 消防・保安用品 防災用品
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 書籍
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 地図
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 教材
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 教育機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 理科実験機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 実習用機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 楽器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 ミシン・編み機
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 気体分析機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 液体分析機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 化学分析機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 顕微鏡
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 電気計測器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 測量機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 度量衡
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第３希望 家具・什器 特注家具
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第４希望 運動用品 運動用品
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第４希望 運動用品 武道具
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第４希望 運動用品 体育器具
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第４希望 運動用品 運動衣
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第４希望 運動用品 レジャー用品
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第５希望 文具・事務機器 文房具
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第５希望 文具・事務機器 用紙類
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第５希望 文具・事務機器 事務機器
274235 （株）三英社 代表取締役 三枝　英治 県内 東金市北之幸谷８０番地１ 0475-52-3546 0475-52-3548 第５希望 文具・事務機器 印章
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 看板
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 標識
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 黒板
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101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第１希望 看板・模型 その他 交通安全商品（ガードレール・道路鋲・視線誘導標・危険杭・車止め・点字シート）

101643 （株）サンエイロテック 代表取締役 白鳥　和重 県内 茂原市国府関１５２０番地１ 0475-25-4866 0475-22-0366 第２希望 消防・保安用品 その他 交通安全保安用品（安全ベルト）
173997 （株）サンエス 代表取締役 岡田　孝 県外 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 048-651-6411 048-663-2108 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
173997 （株）サンエス 代表取締役 岡田　孝 県外 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 048-651-6411 048-663-2108 第１希望 通信機・家電 電話交換機
173997 （株）サンエス 代表取締役 岡田　孝 県外 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 048-651-6411 048-663-2108 第１希望 通信機・家電 無線機器
173997 （株）サンエス 代表取締役 岡田　孝 県外 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 048-651-6411 048-663-2108 第１希望 通信機・家電 その他 ドライブレコーダー　ＩＰ無線機　
173997 （株）サンエス 代表取締役 岡田　孝 県外 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目３１５番地 048-651-6411 048-663-2108 第２希望 文具・事務機器 事務機器
172301 サンエス技研（株） 代表取締役 山下　直樹 県外 神奈川県横浜市都筑区北山田二丁目２番２号 045-595-2201 045-592-8451 第１希望 消防・保安用品 警察用品
172301 サンエス技研（株） 代表取締役 山下　直樹 県外 神奈川県横浜市都筑区北山田二丁目２番２号 045-595-2201 045-592-8451 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
172301 サンエス技研（株） 代表取締役 山下　直樹 県外 神奈川県横浜市都筑区北山田二丁目２番２号 045-595-2201 045-592-8451 第１希望 消防・保安用品 防災用品
182110 サンエス警備保障（株） 代表取締役 大野　淳史 県内 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 043-273-3074 043-273-3075 第１希望 通信機・家電 無線機器
182110 サンエス警備保障（株） 代表取締役 大野　淳史 県内 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 043-273-3074 043-273-3075 第１希望 通信機・家電 家電製品
182110 サンエス警備保障（株） 代表取締役 大野　淳史 県内 千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号 043-273-3074 043-273-3075 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
272213 （株）サンオート 代表取締役 山本　暁彦 県外 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 03-3986-3808 03-3986-3976 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
272213 （株）サンオート 代表取締役 山本　暁彦 県外 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 03-3986-3808 03-3986-3976 第２希望 運動用品 体育器具
403905 山王（株） 代表取締役 深水　弘一 県外 熊本県熊本市東区戸島西五丁目５番５７号 096-214-6850 096-214-6860 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
403905 山王（株） 代表取締役 深水　弘一 県外 熊本県熊本市東区戸島西五丁目５番５７号 096-214-6850 096-214-6860 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
403905 山王（株） 代表取締役 深水　弘一 県外 熊本県熊本市東区戸島西五丁目５番５７号 096-214-6850 096-214-6860 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 全天候型常温合材
173120 （有）サンキュー印刷 取締役 荘司　洋樹 県内 いすみ市深堀１８２番地１ 0470-62-3913 0470-63-1506 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第１希望 リース 仮設建物
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第２希望 消防・保安用品 防災用品
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第３希望 その他物品 選挙備品
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第４希望 通信機・家電 家電製品
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
105531 三協フロンテア（株） 代表取締役 長妻　貴嗣 県内 柏市新十余二５番地 04-7133-6666 04-7131-3289 運動用品 武道具
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第１希望 印刷・製本 地図印刷
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第２希望 書籍・教材 書籍
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第２希望 書籍・教材 地図
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第２希望 書籍・教材 教材
173490 （株）サンケイちば企画 代表取締役 高原　秀雄 県内 千葉市中央区中央四丁目１７番３号　 043-202-8600 043-202-5685 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第１希望 薬品 治療用医薬品
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第１希望 薬品 医療用ガス
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第１希望 薬品 工業薬品
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第１希望 薬品 防疫剤
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第３希望 その他物品 その他 救急医療資機材
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第４希望 消防・保安用品 非常食
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第４希望 消防・保安用品 防災用品
170672 サンコー薬品（株） 代表取締役 土屋　義 準県内 東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 03-3732-4678 03-3733-0292 第４希望 消防・保安用品 その他 テント・担架
411084 三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 県外 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 06-6555-7052 06-6555-7080 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
411084 三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 県外 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 06-6555-7052 06-6555-7080 第１希望 室内装飾品 その他 舞台大道具（演台・平台・司会者台等）
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第１希望 薬品 検査試薬
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第１希望 薬品 工業薬品
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第１希望 薬品 その他 文化財遺物保存処理用薬品
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第２希望 理化学機器 その他 文化財遺物保存処理用装置
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
409005 三恒商事（株） 代表取締役 里井　和行 県外 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 06-6538-0571 06-6535-1292 第５希望 日用雑貨・金物 その他 プラスチックコンテナ
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第１希望 日用雑貨・金物 金物
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋　ポケットティッシュ　ウェットティッシュ
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第２希望 その他物品 食品関係
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第２希望 その他物品 ごみ処理装置
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第２希望 その他物品 ダンボール
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第２希望 その他物品 選挙備品
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第２希望 その他物品 その他 プラスチックコンテナ
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第３希望 看板・模型 看板
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
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410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 文具・事務機器 文房具
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
410128 三幸商事（株） 代表取締役 黒澤　訓行 県外 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号 042-625-9680 042-625-9230 消防・保安用品 非常食
407411 （株）三晃堂 代表取締役社長 満平　進 県外 東京都墨田区緑四丁目１２番１０号 03-5638-1323 03-5638-1324 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 オゾン発生器
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第１希望 通信機・家電 電話交換機
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第１希望 通信機・家電 放送機器
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第１希望 通信機・家電 無線機器
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第１希望 通信機・家電 その他 消防指令システム、防災行政無線システム
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
201983 三信電気（株） 代表取締役 鈴木　俊郎 県外 東京都港区芝四丁目４番１２号 03-5484-7285 03-3456-3304 第３希望 文具・事務機器 事務機器
130103 サン・ジオテック（株） 代表取締役 金久保　豊 県内 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 043-248-7783 043-248-7737 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130103 サン・ジオテック（株） 代表取締役 金久保　豊 県内 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 043-248-7783 043-248-7737 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130103 サン・ジオテック（株） 代表取締役 金久保　豊 県内 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 043-248-7783 043-248-7737 第２希望 リース 電算機
130103 サン・ジオテック（株） 代表取締役 金久保　豊 県内 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 043-248-7783 043-248-7737 第３希望 印刷・製本 地図印刷
407677 （株）三精エンジニアリング 代表取締役 高岡　岳史 県外 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 06-6357-0791 06-6356-0427 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
407677 （株）三精エンジニアリング 代表取締役 高岡　岳史 県外 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 06-6357-0791 06-6356-0427 第１希望 室内装飾品 その他 平台、所作台、演台、箱馬等の舞台大道具
407677 （株）三精エンジニアリング 代表取締役 高岡　岳史 県外 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 06-6357-0791 06-6356-0427 第２希望 その他物品 その他 平台、所作台、演台、箱馬等の舞台大道具
106114 三精工事サービス（株） 代表取締役 畑中　祐介 県外 大阪府豊中市上津島一丁目３番３号 06-6866-3273 06-6866-3353 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
106114 三精工事サービス（株） 代表取締役 畑中　祐介 県外 大阪府豊中市上津島一丁目３番３号 06-6866-3273 06-6866-3353 第１希望 室内装飾品 その他 舞台大道具（所作台、平台、演台等）
106114 三精工事サービス（株） 代表取締役 畑中　祐介 県外 大阪府豊中市上津島一丁目３番３号 06-6866-3273 06-6866-3353 第２希望 その他物品 その他 舞台大道具（所作台、平台、演台等）
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 消火器
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 避難器具
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 非常食
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第１希望 消防・保安用品 防災用品
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第２希望 通信機・家電 電話交換機
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第２希望 通信機・家電 放送機器
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第２希望 通信機・家電 無線機器
106362 （有）三誠通信システム 代表取締役 秩父　一誠 県内 千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５ 043-206-0011 043-206-0022 第２希望 通信機・家電 照明器具
280789 サンドナイス 代表 志村　一夫 県内 成田市本城５４番地２０ 0476-35-3683 0476-35-3683 第１希望 その他物品 遊具
280789 サンドナイス 代表 志村　一夫 県内 成田市本城５４番地２０ 0476-35-3683 0476-35-3683 第１希望 その他物品 その他 二酸化チタン光触媒抗菌砂トキサンドクリーン（砂場用抗菌砂、抗菌剤）　自走砂場清掃篩機すなっぴー（公園、幼稚園、保育園等の砂場の清掃機）

280789 サンドナイス 代表 志村　一夫 県内 成田市本城５４番地２０ 0476-35-3683 0476-35-3683 第２希望 農業用機器及び資材 農機具
280789 サンドナイス 代表 志村　一夫 県内 成田市本城５４番地２０ 0476-35-3683 0476-35-3683 第２希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
280789 サンドナイス 代表 志村　一夫 県内 成田市本城５４番地２０ 0476-35-3683 0476-35-3683 第２希望 農業用機器及び資材 その他 特定防除資材ニームサイド、特定防除資材ニームサイドストレート、植物活性剤ハーブサイド　（ハーブを使用した無農薬資材）　自走砂場清掃篩機すなっぴー　（石除去、雑草除去）

170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 気体分析機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 液体分析機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 化学分析機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 顕微鏡
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 電気計測器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 測量機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第２希望 理化学機器 実験用機器・什器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第５希望 文具・事務機器 文房具
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第５希望 文具・事務機器 用紙類
170706 サンメディックス（株） 代表取締役社長 森川　智 準県内 東京都中央区晴海１丁目８番１１号　晴海トリトンスクエアＹ棟３６階 03-5144-0855 03-5144-0855 第５希望 文具・事務機器 事務機器
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182251 三友プラントサービス（株） 代表取締役 小松　和史 県外 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 042-773-1431 042-772-3941 第１希望 薬品 工業薬品
182251 三友プラントサービス（株） 代表取締役 小松　和史 県外 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 042-773-1431 042-772-3941 第１希望 薬品 水道用薬品
182251 三友プラントサービス（株） 代表取締役 小松　和史 県外 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 042-773-1431 042-772-3941 第１希望 薬品 その他 ろ過砂
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 顕微鏡
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 度量衡
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 実験用機器・什器
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第１希望 理化学機器 その他 理化学分析機器・メディカルフリーザー
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第２希望 薬品 検査試薬
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第２希望 薬品 培地
170840 三洋科学（株） 代表取締役 宮田　一徳 県内 千葉市若葉区若松町２１５６番１５ 043-232-3131 043-233-4409 第３希望 書籍・教材 理科実験機器
270583 三洋コンクリート工業（株） 代表取締役 斎藤　寿夫 県内 山武郡九十九里町片貝４０２５番地 0475-76-3331 0475-76-3332 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第２希望 看板・模型 標識
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第２希望 看板・模型 ナンバープレート
273185 山陽マーク（株） 代表取締役 岡本　里司 県外 広島県広島市西区楠木町１丁目２番５号 082-503-8899 082-503-8817 第３希望 その他物品 その他 鑑札
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 電子出版
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 第１希望 印刷・製本 その他 複写製本　封入・封緘発送　大型カラーコピー
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 文具・事務機器 文房具
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 文具・事務機器 用紙類
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 文具・事務機器 事務機器
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 文具・事務機器 印章
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 繊維・寝具 その他 Ｔシャツ等
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 記念品・贈答品 販促用品
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 記念品・贈答品 記念品
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 記念品・贈答品 その他 クリアファイル等
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 看板・模型 看板
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 リース 電算機
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 リース 事務機器・視聴覚機器
170116 三陽メディア（株） 代表取締役 亀井　茂 県内 千葉市中央区浜野町１３９７番地 043-209-3411 043-209-3451 リース 電気・通信機器
130864 三和航測（株） 代表取締役 大西　錦城 準県内 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 03-3994-7501 03-5999-1031 第１希望 印刷・製本 地図印刷
103602 サンワコムシスエンジニアリング（株） 代表取締役社長 坂本　繁実 準県内 東京都杉並区高円寺南２丁目１２番３号 03-6365-3122 03-5306-2148 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103602 サンワコムシスエンジニアリング（株） 代表取締役社長 坂本　繁実 準県内 東京都杉並区高円寺南２丁目１２番３号 03-6365-3122 03-5306-2148 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103602 サンワコムシスエンジニアリング（株） 代表取締役社長 坂本　繁実 準県内 東京都杉並区高円寺南２丁目１２番３号 03-6365-3122 03-5306-2148 第１希望 通信機・家電 放送機器
103602 サンワコムシスエンジニアリング（株） 代表取締役社長 坂本　繁実 準県内 東京都杉並区高円寺南２丁目１２番３号 03-6365-3122 03-5306-2148 第１希望 通信機・家電 無線機器
411703 三和通信工業（株） 代表取締役社長 岸村　智志 県外 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 06-6266-3211 06-6266-3223 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
411703 三和通信工業（株） 代表取締役社長 岸村　智志 県外 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 06-6266-3211 06-6266-3223 第１希望 通信機・家電 電話交換機
411703 三和通信工業（株） 代表取締役社長 岸村　智志 県外 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 06-6266-3211 06-6266-3223 第１希望 通信機・家電 無線機器
411703 三和通信工業（株） 代表取締役社長 岸村　智志 県外 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 06-6266-3211 06-6266-3223 第１希望 通信機・家電 その他 カメラ機器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 電話交換機
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 放送機器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 無線機器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 家電製品
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 照明器具
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第１希望 通信機・家電 空調機器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第２希望 産業用機器及び資材 電動工具
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第４希望 消防・保安用品 消火器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第４希望 消防・保安用品 避難器具
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第４希望 消防・保安用品 防火服・保護具
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第５希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
102912 （株）三和電設 代表取締役 南山　和也 県内 市原市若宮一丁目１１番地１１ 0436-43-3555 0439-55-5116 第５希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
410438 （株）ＣＲＳ埼玉 代表取締役 加藤　一臣 県外 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 049-228-5111 049-228-5113 第１希望 車両 その他 使用済み自動車
410438 （株）ＣＲＳ埼玉 代表取締役 加藤　一臣 県外 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 049-228-5111 049-228-5113 第２希望 不用品買受 自動車
410438 （株）ＣＲＳ埼玉 代表取締役 加藤　一臣 県外 埼玉県川越市芳野台二丁目８番３６号 049-228-5111 049-228-5113 第３希望 その他物品 その他 使用済自動車
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
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412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 活版印刷
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 地図印刷
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 電子出版
412525 （株）ＣＳＬ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6158 第１希望 印刷・製本 その他 広報誌・書籍・パンフレット等の編集・制作・取材・デザイン
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第１希望 リース 電算機
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第１希望 リース その他 自社開発業務用ソフトウェアレンタル
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第２希望 電算機・電算用品 その他 サーバ・自社開発業務用ソフトウェア
171407 シーデーシー情報システム（株） 代表取締役 鈴木　滋 県内 千葉市中央区本千葉町４番３号 043-224-7181 043-224-9802 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第１希望 繊維・寝具 帽子
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 避難器具
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 非常食
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 警察用品
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第２希望 消防・保安用品 防災用品
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第３希望 靴・革製品 手袋
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第３希望 靴・革製品 雨衣
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第３希望 靴・革製品 皮革製品
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第４希望 運動用品 運動衣
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 第５希望 文具・事務機器 文房具
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 通信機・家電 無線機器
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 通信機・家電 照明器具
410021 （株）シグナル 代表取締役 神出　洋平 県外 広島県広島市西区商工センター２丁目２番２５号 082-501-4976 082-501-4988 通信機・家電 その他 防爆懐中電灯
408028 （株）シゲン 代表取締役 加藤　泰弘 県外 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 045-226-2030 045-226-2031 第１希望 不用品買受 金属くず
408028 （株）シゲン 代表取締役 加藤　泰弘 県外 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 045-226-2030 045-226-2031 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
408028 （株）シゲン 代表取締役 加藤　泰弘 県外 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 045-226-2030 045-226-2031 第１希望 不用品買受 機械
408028 （株）シゲン 代表取締役 加藤　泰弘 県外 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 045-226-2030 045-226-2031 第１希望 不用品買受 資源物
408028 （株）シゲン 代表取締役 加藤　泰弘 県外 神奈川県横浜市中区山下町７０‐１３ 045-226-2030 045-226-2031 その他物品 ダンボール
103901 （株）システムハウスアールアンドシー 代表取締役 中堀　雅臣 県外 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 03-5762-0911 03-5762-0929 第１希望 リース 仮設建物
103901 （株）システムハウスアールアンドシー 代表取締役 中堀　雅臣 県外 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 03-5762-0911 03-5762-0929 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
103901 （株）システムハウスアールアンドシー 代表取締役 中堀　雅臣 県外 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 03-5762-0911 03-5762-0929 家具・什器 スチール製家具・什器
103901 （株）システムハウスアールアンドシー 代表取締役 中堀　雅臣 県外 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 03-5762-0911 03-5762-0929 通信機・家電 空調機器
103901 （株）システムハウスアールアンドシー 代表取締役 中堀　雅臣 県外 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 03-5762-0911 03-5762-0929 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

273482 （有）シツデン 代表取締役 漆田　茂 県内 市原市五井東２丁目１５番地１ 0436-24-0833 0436-24-1205 第１希望 その他物品 その他 ピアノ調律
273482 （有）シツデン 代表取締役 漆田　茂 県内 市原市五井東２丁目１５番地１ 0436-24-0833 0436-24-1205 第２希望 書籍・教材 楽器
273482 （有）シツデン 代表取締役 漆田　茂 県内 市原市五井東２丁目１５番地１ 0436-24-0833 0436-24-1205 第２希望 書籍・教材 その他 ピアノ調律
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第２希望 リース その他 自社パッケージソフトウェア、サーバー
410482 （株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 098-988-0184 098-988-0374 第３希望 その他物品 その他 文書保存箱
402984 （株）シニアライフクリエイト 代表取締役 高橋　洋 県外 東京都港区三田三丁目１２番１４号　ニッテン三田ビル６階 03-5427-3981 03-5427-3982 第１希望 その他物品 その他 給食、配食サービス、弁当等
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第１希望 繊維・寝具 白衣
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第１希望 繊維・寝具 寝具
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第４希望 室内装飾品 カーテン
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第４希望 室内装飾品 ブラインド
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第５希望 リース 寝具・オムツ
172218 （株）柴橋商会 代表取締役 柴橋　和弘 準県内 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ 045-312-3231 045-312-2061 第５希望 リース その他 病衣、白衣、カーテン
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第１希望 理化学機器 気体分析機器
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第１希望 理化学機器 液体分析機器
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第１希望 理化学機器 化学分析機器
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第１希望 理化学機器 顕微鏡
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第１希望 理化学機器 度量衡
103632 （株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 県外 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 075-823-1111 075-811-3188 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 消火器
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 避難器具
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
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103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 非常食
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 警察用品
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 防災用品
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第１希望 消防・保安用品 その他 災害用毛布・リパック
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 帽子
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 白衣
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 寝具
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第２希望 繊維・寝具 天幕
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第３希望 車両 特種用途自動車
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第４希望 通信機・家電 無線機器
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第４希望 通信機・家電 照明器具
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第５希望 靴・革製品 革靴
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第５希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第５希望 靴・革製品 手袋
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第５希望 靴・革製品 雨衣
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 第５希望 靴・革製品 皮革製品
103027 （株）清水商会 代表取締役 清水　博 県内 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 043-266-6131 043-261-6383 リース その他 防火衣
170420 （株）下倉楽器 代表取締役 下倉　幸雄 準県内 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 03-3293-7706 03-3293-0258 第１希望 書籍・教材 楽器
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第２希望 文具・事務機器 用紙類
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第２希望 文具・事務機器 事務機器
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第３希望 書籍・教材 教材
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第３希望 書籍・教材 教育機器
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第３希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第４希望 通信機・家電 家電製品
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第５希望 リース 電算機
405582 シャープマーケティングジャパン（株） 代表取締役　 中山　藤一 県外 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 06-6796-1542 06-6796-1540 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第１希望 印刷・製本 電子出版
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第２希望 書籍・教材 書籍
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第２希望 書籍・教材 地図
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第２希望 書籍・教材 教材
270049 （株）社会保険出版社 代表取締役 高本　哲史 県外 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号 03-3291-9841 03-3291-9847 第３希望 記念品・贈答品 記念品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 活版印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 地図印刷
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 電子出版
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第１希望 印刷・製本 その他 オンデマンド印刷（可変印刷・小ロットカラー印刷）、企画立案・デザイン・印刷・製本・仕分け・梱包・発送納品の一貫生産

411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 看板
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 標識
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 模型・展示品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第２希望 看板・模型 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第３希望 記念品・贈答品 記念品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第３希望 記念品・贈答品 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第４希望 文具・事務機器 文房具
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第４希望 文具・事務機器 用紙類
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第４希望 文具・事務機器 印章
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第４希望 文具・事務機器 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 帽子
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 白衣
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
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411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 天幕
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 第５希望 繊維・寝具 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 書籍・教材 書籍
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 書籍・教材 地図
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 書籍・教材 教材
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 書籍・教材 教育機器
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 書籍・教材 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 消防・保安用品 防犯用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 消防・保安用品 防災用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 消防・保安用品 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 日用雑貨・金物 食器
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 日用雑貨・金物 家庭用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 日用雑貨・金物 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 靴・革製品 皮革製品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 靴・革製品 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 運動用品 運動用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 運動用品 武道具
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 運動用品 運動衣
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 運動用品 レジャー用品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 運動用品 その他 オリジナルノベルティ製作
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 その他物品 ダンボール
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 その他物品 選挙備品
411117 （株）集賛舎 代表取締役 島　正彦 県内 館山市山本２２６番地 0470-22-2277 0470-23-2278 その他物品 その他 オリジナルノベルティ製作
270094 （株）昇寿堂 代表取締役 瀬戸　良教 準県内 東京都中央区新富一丁目８番６号 03-3552-3631 03-3551-8291 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270094 （株）昇寿堂 代表取締役 瀬戸　良教 準県内 東京都中央区新富一丁目８番６号 03-3552-3631 03-3551-8291 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
270094 （株）昇寿堂 代表取締役 瀬戸　良教 準県内 東京都中央区新富一丁目８番６号 03-3552-3631 03-3551-8291 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第１希望 印刷・製本 電子出版
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第２希望 書籍・教材 書籍
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第２希望 書籍・教材 地図
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
170131 （株）昭文社 代表取締役 黒田　茂夫 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 03-3556-8156 03-3556-5973 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130985 昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 準県内 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 03-5276-8777 03-5276-8787 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
130985 昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 準県内 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 03-5276-8777 03-5276-8787 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
130985 昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 準県内 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 03-5276-8777 03-5276-8787 第１希望 印刷・製本 地図印刷
406291 白川舞台機構（株） 代表取締役 白川　裕司 県外 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 048-856-0865 048-856-0868 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
406291 白川舞台機構（株） 代表取締役 白川　裕司 県外 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 048-856-0865 048-856-0868 第１希望 室内装飾品 その他 舞台幕
406291 白川舞台機構（株） 代表取締役 白川　裕司 県外 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 048-856-0865 048-856-0868 第２希望 その他物品 その他 舞台装置、舞台大道具、演台、スクリーン、舞台用品
406291 白川舞台機構（株） 代表取締役 白川　裕司 県外 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 048-856-0865 048-856-0868 第３希望 通信機・家電 その他 舞台照明器具、舞台音響機器
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第１希望 家具・什器 特注家具
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第２希望 文具・事務機器 文房具
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第２希望 文具・事務機器 用紙類
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第２希望 文具・事務機器 事務機器
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第２希望 文具・事務機器 印章
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第２希望 文具・事務機器 その他 レジスター
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 カーテン
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 ブラインド
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 建具
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第３希望 室内装飾品 畳
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 金物
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 食器
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 工具
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 塗料
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 家庭用品
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第４希望 日用雑貨・金物 荒物
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第５希望 看板・模型 看板
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
106141 白戸工業（株） 代表取締役 白戸　孝夫 県内 千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号 043-222-0637 043-224-6716 第５希望 看板・模型 黒板
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第１希望 医療用機器・衛生材料
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第３希望 家具・什器 特注家具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第４希望 文具・事務機器 文房具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第４希望 文具・事務機器 用紙類
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第４希望 文具・事務機器 事務機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第４希望 文具・事務機器 印章
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 消火器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 避難器具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 防火服・保護具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 災害救助機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 非常食
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 警察用品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 第５希望 消防・保安用品 防災用品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 作業服・事務服
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 帽子
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 白衣
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 寝具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 繊維・寝具 天幕
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 気象・公害測定機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 気体分析機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 液体分析機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 化学分析機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 顕微鏡
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 電気計測器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 測量機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 度量衡
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 理化学機器 実験用機器・什器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 じゅうたん
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 カーテン
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 ブラインド
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 緞帳・暗幕
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 簡易間仕切り
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 建具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 室内装飾品 畳
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 電算機・電算用品 電算機用消耗品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 電話交換機
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 放送機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 無線機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 家電製品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 照明器具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 通信機・家電 空調機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 運動用品 運動用品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 運動用品 武道具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 運動用品 体育器具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 運動用品 運動衣
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 運動用品 レジャー用品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 電算機
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 医療機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 寝具・オムツ
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 事務機器・視聴覚機器
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 電気・通信機器
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 自動車・船舶
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 仮設建物
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 リース 植木・鉢物
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 ガラス・フィルム
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 食品関係
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 ごみ処理装置
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 ダンボール
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 選挙備品
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 遊具
402016 （株）シルバーとっぷ 代表取締役 外山　慎司 県内 千葉市稲毛区長沼原町６５４番地１ 043-286-4383 043-216-1167 その他物品 葬儀用品
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 電話交換機
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 放送機器
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 無線機器
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 家電製品
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第１希望 通信機・家電 その他 監視カメラ・アルコール測定器・デジタルタコグラフ
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第２希望 リース 電気・通信機器
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第３希望 消防・保安用品 警察用品
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第３希望 消防・保安用品 防災用品
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第４希望 理化学機器 その他 雷検知システム
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第５希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
412460 （株）城山 代表取締役 安藤　和正 県外 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 079-253-7110 079-251-2011 第５希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 金物
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 食器
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 工具
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ゴミ袋・手提げ袋
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 活版印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 地図印刷
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第２希望 印刷・製本 電子出版
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第３希望 文具・事務機器 文房具
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第３希望 文具・事務機器 用紙類
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第３希望 文具・事務機器 事務機器
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第３希望 文具・事務機器 印章
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 農機具
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第４希望 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第５希望 運動用品 運動用品
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第５希望 運動用品 武道具
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第５希望 運動用品 体育器具
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第５希望 運動用品 運動衣
412430 シンガタ（株） 代表取締役 酒井　俊英 県内 千葉市若葉区都賀の台４丁目５番地２０号 043-445-7145 第５希望 運動用品 レジャー用品
174612 （株）シンク 代表取締役 松田　敏之 県外 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 092-475-6311 092-475-6355 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174612 （株）シンク 代表取締役 松田　敏之 県外 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 092-475-6311 092-475-6355 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174612 （株）シンク 代表取締役 松田　敏之 県外 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 092-475-6311 092-475-6355 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174612 （株）シンク 代表取締役 松田　敏之 県外 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 092-475-6311 092-475-6355 第２希望 リース 電算機
201158 新晃アトモス（株） 代表取締役 内海　昭則 県外 東京都江東区新大橋一丁目１１番４号 03-5638-3800 03-5638-3801 第１希望 通信機・家電 空調機器
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 金属くず
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 機械
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 自動車
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 自転車
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 資源物
401110 新興鉄鋼（株） 代表取締役 佐々木　秀三 県外 東京都江東区亀戸六丁目２４番８‐２０６号 03-3684-0885 03-3684-0822 第１希望 不用品買受 その他 遺失物
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 看板
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 標識
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第１希望 看板・模型 その他 交通安全施設
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 交通安全施設用品
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第３希望 消防・保安用品 防災用品
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第４希望 その他物品 ガラス・フィルム
103787 信号器材（株） 代表取締役社長 前島　敏雄 準県内 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 044-411-2191 044-422-1543 第５希望 繊維・寝具 その他 横断幕、懸垂幕、のぼり
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 治療用医薬品
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 検査試薬
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 培地
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 工業薬品
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 水道用薬品
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 防疫剤
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第１希望 薬品 その他 プール用医薬品
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 オートクレーブ
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 気体分析機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 液体分析機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 化学分析機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 測量機器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第４希望 日用雑貨・金物 金物
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第４希望 日用雑貨・金物 食器
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第４希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第４希望 日用雑貨・金物 家庭用品
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第４希望 日用雑貨・金物 荒物
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第５希望 消防・保安用品 非常食
170537 （株）新星医薬商事 代表取締役 森本　一成 県内 千葉市中央区都町１２８０番地１ 043-231-4522 043-231-4526 第５希望 消防・保安用品 防災用品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第１希望 繊維・寝具 帽子
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第１希望 繊維・寝具 その他 反射材付ベスト、反射材付ブルゾン
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第２希望 記念品・贈答品 記念品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第３希望 消防・保安用品 防災用品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第３希望 消防・保安用品 その他 交通安全、防犯、消防防災用啓発用品
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第４希望 看板・模型 看板
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第４希望 看板・模型 その他 腕章
400404 （有）新生社 代表取締役 竹原　義幸 県外 福岡県福岡市西区今宿三丁目１９番５号 092-806-7456 092-806-7459 第５希望 日用雑貨・金物 その他 啓発用反射材キーホルダーなど
285526 （株）シンテン 代表取締役 能美　卓英 準県内 東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号ウィステリア南大塚ビル１階 03-5904-8912 03-5904-8913 第１希望 その他物品 遊具
285526 （株）シンテン 代表取締役 能美　卓英 準県内 東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号ウィステリア南大塚ビル１階 03-5904-8912 03-5904-8913 第２希望 運動用品 体育器具
172809 （有）新成田総合社 代表取締役 平岡　重昭 県内 成田市御所の内１８番地４ 0476-24-1887 0476-22-5078 第１希望 その他物品 その他 埋蔵文化財発掘用品・整理用品・保存修復用品・展示用品の販売及び賃貸

405087 新南（株） 代表取締役 斉藤　恭平 県外 東京都品川区上大崎４丁目５番３３号 03-5740-5331 03-5740-5332 第１希望 不用品買受 資源物
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第１希望 印刷・製本 活版印刷
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第１希望 印刷・製本 電子出版
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第２希望 書籍・教材 書籍
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第３希望 文具・事務機器 文房具
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第３希望 文具・事務機器 印章
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第４希望 消防・保安用品 防災用品
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第５希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第５希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第５希望 記念品・贈答品 販促用品
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第５希望 記念品・贈答品 記念品
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 第５希望 記念品・贈答品 その他 ノベルティグッズ
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174003 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 県外 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号 03-3269-1541 03-3269-2317 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170584 新日本化成（株） 代表取締役 平野　茂 県内 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 043-306-1411 043-222-5188 第１希望 薬品 工業薬品
170584 新日本化成（株） 代表取締役 平野　茂 県内 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 043-306-1411 043-222-5188 第１希望 薬品 水道用薬品
170584 新日本化成（株） 代表取締役 平野　茂 県内 千葉市中央区富士見１丁目１５‐８ 043-306-1411 043-222-5188 第１希望 薬品 防疫剤
273113 新日本産業（株） 代表取締役 畑　俊一 県外 東京都港区麻布十番一丁目５番２４‐４０２号桜井ビル 03-5830-2721 03-5830-2831 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
273113 新日本産業（株） 代表取締役 畑　俊一 県外 東京都港区麻布十番一丁目５番２４‐４０２号桜井ビル 03-5830-2721 03-5830-2831 第１希望 不用品買受 資源物
273113 新日本産業（株） 代表取締役 畑　俊一 県外 東京都港区麻布十番一丁目５番２４‐４０２号桜井ビル 03-5830-2721 03-5830-2831 第１希望 不用品買受 その他 ペットボトル
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171053 新日本厨機（株） 代表取締役 清　重雄 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 03-3734-8171 03-3734-0401 第１希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
104240 新明和工業（株） 代表取締役 五十川　龍之 準県内 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 0798-56-5000 0798-56-5001 第１希望 車両 特殊車
104240 新明和工業（株） 代表取締役 五十川　龍之 準県内 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 0798-56-5000 0798-56-5001 第１希望 車両 その他 脱着用コンテナ
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 電話交換機
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 放送機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 無線機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 家電製品
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 照明器具
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 空調機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第１希望 通信機・家電 その他 ＩＴＶ、ＬＣＸ、通信用ケーブル、バスロケーションシステム、非常通報装置

408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 消火器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 避難器具
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 非常食
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 警察用品
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 防災用品
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第２希望 消防・保安用品 その他 自動火災報知器、消火器格納箱
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第３希望 電算機・電算用品 その他 ネットワーク機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第４希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第４希望 産業用機器及び資材 その他 自動制御装置、蓄電池
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 第５希望 日用雑貨・金物 工具
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 文具・事務機器 事務機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 理化学機器 電気計測器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 理化学機器 その他 環境測定機器
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 水道・ガス用資材 バルブ
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 水道・ガス用資材 水道管
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 水道・ガス用資材 その他 水道施設用発電機、ポンプ類
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
408150 シンヨー電器（株） 代表取締役 安達　武 県外 東京都港区三田３丁目４番１７号 03-3457-7411 03-3457-7413 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
170399 シンリュウ（株） 代表取締役 小澤　忠 県外 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 048-456-2123 048-456-2900 第１希望 書籍・教材 教材
170399 シンリュウ（株） 代表取締役 小澤　忠 県外 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 048-456-2123 048-456-2900 第１希望 書籍・教材 教育機器
170399 シンリュウ（株） 代表取締役 小澤　忠 県外 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 048-456-2123 048-456-2900 第１希望 書籍・教材 実習用機器
170399 シンリュウ（株） 代表取締役 小澤　忠 県外 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 048-456-2123 048-456-2900 第１希望 書籍・教材 その他 陶芸窯、陶芸用電動ろくろ、その他陶芸用機器
170399 シンリュウ（株） 代表取締役 小澤　忠 県外 埼玉県朝霞市上内間木５１４番地２ 048-456-2123 048-456-2900 第２希望 その他物品 その他 陶芸窯、陶芸用電動ろくろ、その他陶芸用機器
104661 シンレキ工業（株） 代表取締役社長 田中　正晴 準県内 東京都大田区蒲田５丁目３８番１号 03-3736-0561 03-3736-0532 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第１希望 産業用機器及び資材 その他 破砕機、ポンプ、モーター、撹拌機、減速機、変速機、送風機、機械交換部品

105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第３希望 燃料・電力 潤滑油
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第４希望 薬品 工業薬品
105441 （有）進和 代表取締役 坪田　泉 県外 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 04-2990-5055 04-2990-5066 第５希望 日用雑貨・金物 塗料
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 帽子
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 白衣
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 寝具
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第１希望 繊維・寝具 天幕
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 消火器
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 避難器具
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172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 非常食
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 警察用品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 防災用品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第２希望 消防・保安用品 その他 防災ボックス　簡易トイレ　段ボール仕切り
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 革靴
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 手袋
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 雨衣
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第３希望 靴・革製品 皮革製品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 看板
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 標識
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 黒板
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第５希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第５希望 記念品・贈答品 販促用品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 第５希望 記念品・贈答品 記念品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 文具・事務機器 文房具
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 日用雑貨・金物 工具
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 日用雑貨・金物 荒物
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 運動用品 運動衣
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 運動用品 レジャー用品
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 水道・ガス用資材 その他 逆浸透膜浄水装置
172929 （有）親和商店 代表取締役 窪田　謙 県内 君津市人見１２０４番地 0439-52-0714 0439-52-9486 その他物品 その他 各市キャラクターグッズ制作
172248 進和テック（株） 代表取締役社長 渡邊　裕元 準県内 東京都中野区本町一丁目３２番２号 03-5352-7216 03-5352-7242 第１希望 産業用機器及び資材 その他 空調用エアフィルター、各種空調機器
171151 ジーエムいちはら工業（株） 代表取締役 光野　幸子 県外 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７番地 0289-64-1511 0289-64-1514 第１希望 車両 特種用途自動車
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 看板
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 標識
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 黒板
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 模型・展示品
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第２希望 その他物品 ガラス・フィルム
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第３希望 消防・保安用品 防災用品
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第４希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第４希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第４希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
402357 （株）ジーニアス 代表取締役 鳥居　光俊 県内 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 043-251-7890 043-251-7892 第４希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
171094 （株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 代表取締役 山中　利一 県外 京都府長岡京市城の里１０番地９ 075-954-5158 075-955-3341 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定袋、ごみ袋、ボランティア袋
171094 （株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ 代表取締役 山中　利一 県外 京都府長岡京市城の里１０番地９ 075-954-5158 075-955-3341 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410846 （株）ジーン 代表取締役 塩見　一夫 県外 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号空研ビル 06-6309-4051 06-6309-4052 第１希望 通信機・家電 その他 通信機器
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第１希望 車両 軽自動車
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第１希望 車両 バス
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第１希望 車両 二輪車
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第１希望 車両 タイヤ
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第１希望 車両 自動車用品
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 活版印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 地図印刷
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第２希望 印刷・製本 電子出版
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 農機具
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 第３希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満）
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 船舶・航空機 ボート
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411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 船舶・航空機 ヘリコプター
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 船舶・航空機 航空機
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 船舶・航空機 船舶用品
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 金属くず
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 紙・繊維くず
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 機械
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 自動車
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 自転車
411500 （株）ジェーキンス 代表取締役 チレメ・キンスフォード・ジェラード　 県内 船橋市本町二丁目１３番７号ウインズ船橋３０１号室 047-408-5556 047-408-5557 不用品買受 資源物
404946 ＪＲＣシステムサービス（株） 代表取締役 五十嵐　久敬 県外 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 0422-71-0703 0422-71-0707 第１希望 通信機・家電 無線機器
404946 ＪＲＣシステムサービス（株） 代表取締役 五十嵐　久敬 県外 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 0422-71-0703 0422-71-0707 第１希望 通信機・家電 その他 管理制御設備、音響設備
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第１希望 文具・事務機器 文房具
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第１希望 文具・事務機器 用紙類
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第１希望 文具・事務機器 事務機器
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第１希望 文具・事務機器 その他 ОＣＲ
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第４希望 消防・保安用品 防災用品
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第４希望 消防・保安用品 その他 消火剤
174088 （株）ジェイエスキューブ 代表取締役社長 内田　聡 県外 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-5859-0498 03-6219-1302 第５希望 通信機・家電 照明器具
185750 （株）ＪＭＣ 代表取締役 宮内　孝之 県外 東京都目黒区中目黒一丁目８番８号 03-6890-8714 03-6890-8963 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
185750 （株）ＪＭＣ 代表取締役 宮内　孝之 県外 東京都目黒区中目黒一丁目８番８号 03-6890-8714 03-6890-8963 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
185750 （株）ＪＭＣ 代表取締役 宮内　孝之 県外 東京都目黒区中目黒一丁目８番８号 03-6890-8714 03-6890-8963 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
185750 （株）ＪＭＣ 代表取締役 宮内　孝之 県外 東京都目黒区中目黒一丁目８番８号 03-6890-8714 03-6890-8963 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
271031 （有）ジェイシーエムサービス 代表取締役 菅澤　有貴 県外 東京都江戸川区平井二丁目１５番１０号 03-3684-3751 03-3682-5170 第１希望 文具・事務機器 事務機器
271031 （有）ジェイシーエムサービス 代表取締役 菅澤　有貴 県外 東京都江戸川区平井二丁目１５番１０号 03-3684-3751 03-3682-5170 第１希望 文具・事務機器 その他 レジスター及び消耗品
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第１希望 印刷・製本 電子出版
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第２希望 書籍・教材 書籍
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第３希望 記念品・贈答品 記念品
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第４希望 看板・模型 看板
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
411321 （株）ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 高橋　広行 準県内 東京都品川区東品川二丁目３番１１号 03-5796-5822 03-5796-5845 第４希望 看板・模型 模型・展示品
182631 （株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 代表取締役 細野　顕宏 県外 東京都港区芝三丁目２３番１号 03-5657-0600 03-5657-0631 第１希望 燃料・電力 電力
270028 ジェイフィルム（株） 代表取締役社長 五十君　猛 県外 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 03-3862-9330 03-3862-1616 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
270028 ジェイフィルム（株） 代表取締役社長 五十君　猛 県外 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 03-3862-9330 03-3862-1616 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
270028 ジェイフィルム（株） 代表取締役社長 五十君　猛 県外 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 03-3862-9330 03-3862-1616 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定
270028 ジェイフィルム（株） 代表取締役社長 五十君　猛 県外 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 03-3862-9330 03-3862-1616 第２希望 その他物品 その他 指定ごみ袋・ポリ袋・レジ袋
409449 （株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 代表取締役 恩田　茂 準県内 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 045-443-3270 045-443-3163 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
409449 （株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 代表取締役 恩田　茂 準県内 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 045-443-3270 045-443-3163 第２希望 通信機・家電 放送機器
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第１希望 リース 電算機
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第１希望 リース 電気・通信機器
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第２希望 不用品買受 機械
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第２希望 不用品買受 その他 無線機
172183 （株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 03-3216-3927 03-3216-3860 第３希望 その他物品 その他 パソコンその他周辺機器
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第１希望 理化学機器 測量機器
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第２希望 電算機・電算用品 その他 測量計算ＣＡＤ
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第３希望 リース 電算機
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第３希望 リース その他 測量機器・測量計算ＣＡＤ
172406 （株）ジオサポート 代表取締役 小川　和広 県内 千葉市中央区椿森二丁目３番１６号 043-284-0321 043-284-8979 第４希望 文具・事務機器 事務機器
283010 （株）時事通信社 代表取締役社長 大室　真生 県外 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 03-6800-1111 第１希望 書籍・教材 書籍
283010 （株）時事通信社 代表取締役社長 大室　真生 県外 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 03-6800-1111 第１希望 書籍・教材 教材
283010 （株）時事通信社 代表取締役社長 大室　真生 県外 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 03-6800-1111 第２希望 印刷・製本 活版印刷
283010 （株）時事通信社 代表取締役社長 大室　真生 県外 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 03-6800-1111 第２希望 印刷・製本 電子出版
201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第１希望 書籍・教材 教材
201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第２希望 運動用品 運動用品
201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第３希望 繊維・寝具 帽子
201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第４希望 その他物品 遊具
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201521 （株）ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 準県内 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 0770-25-1111 第５希望 文具・事務機器 用紙類
172892 （株）ジャテック 代表取締役 平方　康太郎 県内 千葉市緑区あすみが丘三丁目５１番地１４ 043-205-1707 043-205-5586 第１希望 薬品 水道用薬品
172892 （株）ジャテック 代表取締役 平方　康太郎 県内 千葉市緑区あすみが丘三丁目５１番地１４ 043-205-1707 043-205-5586 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
170406 蛇の目ミシン工業（株） 代表取締役 齋藤　真 県外 東京都八王子市狭間町１４６３番地 042-661-2893 042-661-2894 第１希望 書籍・教材 教材
170406 蛇の目ミシン工業（株） 代表取締役 齋藤　真 県外 東京都八王子市狭間町１４６３番地 042-661-2893 042-661-2894 第１希望 書籍・教材 ミシン・編み機
170406 蛇の目ミシン工業（株） 代表取締役 齋藤　真 県外 東京都八王子市狭間町１４６３番地 042-661-2893 042-661-2894 第２希望 通信機・家電 家電製品
170406 蛇の目ミシン工業（株） 代表取締役 齋藤　真 県外 東京都八王子市狭間町１４６３番地 042-661-2893 042-661-2894 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
172744 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 県外 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５　西京極駅前ビル６階 075-924-2603 075-924-2803 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
172744 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 県外 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５　西京極駅前ビル６階 075-924-2603 075-924-2803 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
174503 ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 川田　朋博 県外 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 03-5309-0310 03-5309-0312 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174503 ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 川田　朋博 県外 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 03-5309-0310 03-5309-0312 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174503 ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 川田　朋博 県外 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 03-5309-0310 03-5309-0312 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174503 ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 川田　朋博 県外 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 03-5309-0310 03-5309-0312 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174503 ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 川田　朋博 県外 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 03-5309-0310 03-5309-0312 第２希望 リース 電算機
402803 ＪＵＫＩ（株） 代表取締役社長 清原　晃 県外 東京都多摩市鶴牧二丁目１１番地１ 042-357-2324 042-357-2325 第１希望 電算機・電算用品 その他 データエントリシステム
402803 ＪＵＫＩ（株） 代表取締役社長 清原　晃 県外 東京都多摩市鶴牧二丁目１１番地１ 042-357-2324 042-357-2325 第２希望 リース その他 データエントリシステム
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 金属くず
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 機械
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 自動車
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 自転車
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 資源物
270792 （株）順和商事 代表取締役　 和田　剛 県外 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 048-992-2596 第１希望 不用品買受 その他 バイク
131965 （株）上智 代表取締役 金木　春男 県外 富山県砺波市千代１７６番地の１ 0763-33-2085 0763-33-2558 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131965 （株）上智 代表取締役 金木　春男 県外 富山県砺波市千代１７６番地の１ 0763-33-2085 0763-33-2558 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131965 （株）上智 代表取締役 金木　春男 県外 富山県砺波市千代１７６番地の１ 0763-33-2085 0763-33-2558 第１希望 電算機・電算用品 その他 地籍支援システム
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第１希望 家具・什器 特注家具
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第１希望 家具・什器 その他 プラスチック製什器
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第２希望 日用雑貨・金物 食器
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第４希望 室内装飾品 簡易間仕切り
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第４希望 室内装飾品 建具
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
412161 ジンカンパニー（株） 代表取締役社長 田中　健洋 県外 東京都墨田区石原四丁目８番８号 03-3622-7833 第５希望 看板・模型 模型・展示品
103725 （株）水機テクノス 代表取締役 武藏　昌弘 県外 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 03-3426-2600 03-3426-2714 第１希望 その他物品 その他 薬品注入機、非常用浄水装置等水処理機器
103725 （株）水機テクノス 代表取締役 武藏　昌弘 県外 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 03-3426-2600 03-3426-2714 第２希望 薬品 検査試薬
103725 （株）水機テクノス 代表取締役 武藏　昌弘 県外 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 03-3426-2600 03-3426-2714 第２希望 薬品 水道用薬品
103725 （株）水機テクノス 代表取締役 武藏　昌弘 県外 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 03-3426-2600 03-3426-2714 第３希望 理化学機器 その他 残塩計、濁度計、残塩チェッカー等水質検査機器
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 放送機器
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 無線機器
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 家電製品
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 照明器具
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第１希望 通信機・家電 空調機器
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第２希望 リース 電気・通信機器
101264 スイス通信システム（株） 代表取締役 平野　恒次 県内 千葉市中央区都町１２５４番地６ 043-231-8231 043-231-8166 第２希望 リース その他 業務用携帯型無線機のレンタル
185612 水道テクニカルサービス（株） 代表取締役 大島　健司 県外 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地４５　大高ビル３Ｆ 045-360-9220 045-360-9221 第１希望 水道・ガス用資材 その他 漏水監視装置
185612 水道テクニカルサービス（株） 代表取締役 大島　健司 県外 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地４５　大高ビル３Ｆ 045-360-9220 045-360-9221 第２希望 その他物品 その他 漏水監視装置
411861 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 代表取締役社長 池口　学 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9055 03-5479-8592 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
411861 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 代表取締役社長 池口　学 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9055 03-5479-8592 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
411861 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 代表取締役社長 池口　学 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9055 03-5479-8592 第１希望 産業用機器及び資材 その他 水処理機器及び環境衛生機器
410180 （株）杉山商店 代表取締役 杉山　智英 県外 茨城県水戸市青柳町３７２７番地 029-224-2338 029-231-8272 第１希望 その他物品 食品関係
403833 鈴木化工（株） 代表取締役社長 鈴木　由広 県内 柏市鷲野谷８０６番地２４ 04-7191-5171 04-7191-0789 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
403833 鈴木化工（株） 代表取締役社長 鈴木　由広 県内 柏市鷲野谷８０６番地２４ 04-7191-5171 04-7191-0789 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋、ポリ袋
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第１希望 文具・事務機器 文房具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第１希望 文具・事務機器 印章
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第２希望 家具・什器 特注家具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 書籍
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 地図
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 教材
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 教育機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 理科実験機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 実習用機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
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170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 楽器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 ミシン・編み機
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第３希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第４希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第５希望 室内装飾品 カーテン
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第５希望 室内装飾品 ブラインド
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 繊維・寝具 帽子
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 繊維・寝具 白衣
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 繊維・寝具 寝具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 繊維・寝具 天幕
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 記念品・贈答品 販促用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 記念品・贈答品 記念品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 薬品 検査試薬
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 気象・公害測定機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 気体分析機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 液体分析機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 化学分析機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 顕微鏡
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 電気計測器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 測量機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 度量衡
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 理化学機器 実験用機器・什器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 写真機 映写機
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 写真機 その他 プロジェクター
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 消防・保安用品 避難器具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 消防・保安用品 非常食
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 消防・保安用品 防犯用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 消防・保安用品 防災用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 日用雑貨・金物 食器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 日用雑貨・金物 工具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 日用雑貨・金物 家庭用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 日用雑貨・金物 荒物
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 看板・模型 掲示板・標示板
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 看板・模型 黒板
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 看板・模型 模型・展示品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 通信機・家電 放送機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 通信機・家電 無線機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 通信機・家電 家電製品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 通信機・家電 照明器具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 運動用品 運動用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 運動用品 武道具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 運動用品 体育器具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 運動用品 運動衣
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 運動用品 レジャー用品
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 産業用機器及び資材 発券機・精算機
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 産業用機器及び資材 木工用機械
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 産業用機器及び資材 電動工具
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 リース 電算機
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170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 リース 医療機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 リース 事務機器・視聴覚機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 リース 電気・通信機器
170303 （有）鈴木商店 代表取締役 鈴木　勇人 県内 館山市正木１２０３番地の８ 0470-27-4855 0470-27-4859 その他物品 遊具
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第１希望 その他物品 食品関係
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第２希望 消防・保安用品 非常食
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第２希望 消防・保安用品 防災用品
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第３希望 日用雑貨・金物 食器
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第３希望 日用雑貨・金物 家庭用品
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第４希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
270979 （株）鈴木食品 代表取締役 鈴木　美津江 県内 千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 043-295-7700 043-295-5533 第５希望 書籍・教材 教材
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 乗用車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 貨物自動車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 軽自動車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 特殊車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 特種用途自動車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 二輪車
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 自動車修理
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 自動車用品
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第１希望 車両 その他 電動車いす
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 第２希望 リース 自動車・船舶
407611 （株）スズキ自販京葉 代表取締役 鈴木　恒久 県内 市原市更級二丁目２番２ 0436-26-7011 0436-26-7012 医療用機器・衛生材料 介護用機器
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第１希望 車両 乗用車
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第１希望 車両 貨物自動車
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第１希望 車両 軽自動車
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第１希望 車両 特殊車
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第１希望 車両 特種用途自動車
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第２希望 看板・模型 看板
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第４希望 農業用機器及び資材 農機具
405798 （株）スズキ自販千葉 代表取締役社長 村松　鋭一 県内 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地２６２ 043-273-2311 043-273-2305 第５希望 リース 自動車・船舶
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 乗用車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 貨物自動車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 軽自動車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 バス
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 特殊車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 特種用途自動車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 自動車修理
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 タイヤ
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第１希望 車両 自動車用品
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 消火器
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 避難器具
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 非常食
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第２希望 消防・保安用品 防災用品
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第３希望 リース 自動車・船舶
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第４希望 不用品買受 自動車
404110 （有）鈴木モータース商会 代表取締役 鈴木　誠一 県内 館山市那古８２７番地１ 0470-27-2904 0470-27-2897 第５希望 その他物品 その他 損害賠償保険（火災・傷害・自動車）
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第１希望 薬品 治療用医薬品
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第１希望 薬品 検査試薬
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第１希望 薬品 培地
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170573 （株）スズケン 代表取締役 宮田　浩美 準県内 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331 052-971-5837 第３希望 リース 医療機器
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第１希望 看板・模型 看板
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第１希望 看板・模型 模型・展示品
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
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171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第２希望 家具・什器 特注家具
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第２希望 家具・什器 その他 文化財の展示台
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第３希望 書籍・教材 教材
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第３希望 書籍・教材 教育機器
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第４希望 室内装飾品 その他 文化施設に係る装飾一式
171297 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 075-601-3103 075-622-3103 第５希望 その他物品 その他 文化財に係る物品一式
171316 （株）須藤黒板製作所 代表取締役 須藤　哲矢 県外 東京都江戸川区平井七丁目１７番３５号 03-3617-8701 03-3616-0811 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
171316 （株）須藤黒板製作所 代表取締役 須藤　哲矢 県外 東京都江戸川区平井七丁目１７番３５号 03-3617-8701 03-3616-0811 第１希望 看板・模型 黒板
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第１希望 運動用品 運動用品
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第１希望 運動用品 体育器具
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第１希望 運動用品 運動衣
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第１希望 運動用品 レジャー用品
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第２希望 土木・建築用機器及び資材 木材
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 吸音パネル
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第３希望 不用品買受 機械
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第４希望 その他物品 食品関係
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第４希望 その他物品 遊具
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第５希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第５希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 第５希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 家具・什器 木製家具・什器
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 室内装飾品 緞帳・暗幕
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 通信機・家電 放送機器
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 リース 事務機器・視聴覚機器
411855 スプリングスコード（株） 代表取締役 高木　圭二 県外 東京都足立区柳原二丁目２６番１０号ヒラバヤシ第二ビル１階 03-5284-9814 03-5284-9818 リース 電気・通信機器
412523 スマート電気（株） 代表取締役 手塚　博文 県外 東京都中央区日本橋兜町１３番１号 03-6264-8383 第１希望 燃料・電力 電力
410391 （株）スマートボックス 代表取締役 三浦　洋一 県外 東京都港区北青山三丁目３番７号 03-5413-5861 03-3475-2055 第１希望 その他物品 その他 テレビ通訳サービス、電話通訳サービス等
410391 （株）スマートボックス 代表取締役 三浦　洋一 県外 東京都港区北青山三丁目３番７号 03-5413-5861 03-3475-2055 第２希望 リース その他 テレビ通訳サービス、電話通訳サービス等
410391 （株）スマートボックス 代表取締役 三浦　洋一 県外 東京都港区北青山三丁目３番７号 03-5413-5861 03-3475-2055 第３希望 文具・事務機器 事務機器
400449 巣守金属工業（株） 代表取締役 巣守　佳之 県外 広島県広島市南区出島一丁目３４番７号 082-251-8307 082-253-6581 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
400449 巣守金属工業（株） 代表取締役 巣守　佳之 県外 広島県広島市南区出島一丁目３４番７号 082-251-8307 082-253-6581 第１希望 看板・模型 標識
400449 巣守金属工業（株） 代表取締役 巣守　佳之 県外 広島県広島市南区出島一丁目３４番７号 082-251-8307 082-253-6581 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第１希望 繊維・寝具 帽子
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第１希望 繊維・寝具 その他 安全ベスト
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第２希望 消防・保安用品 警察用品
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第２希望 消防・保安用品 防災用品
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第２希望 消防・保安用品 その他 警備用品
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第３希望 看板・模型 看板
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第３希望 看板・模型 標識
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第４希望 リース その他 警察・警備用品
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第５希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第５希望 靴・革製品 雨衣
174409 （株）スリーライク 代表取締役 三好　進 県外 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 0297-60-7110 0297-60-7112 第５希望 靴・革製品 皮革製品
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 消火器
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 非常食
170926 （株）セーフティ・アラート 代表取締役 平野　征夫 県内 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 043-312-0045 043-312-0046 第１希望 消防・保安用品 防災用品
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第１希望 その他物品 その他 洗剤・洗濯機・乾燥機
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第２希望 日用雑貨・金物 その他 洗剤・洗濯機・乾燥機
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第３希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第３希望 厨房機器・浴槽設備 その他 洗剤・洗濯機・乾燥機
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第４希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第４希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第４希望 医療用機器・衛生材料 その他 洗剤・洗濯機・乾燥機
412091 （株）セーラント 代表取締役 串橋　正幸 県外 埼玉県所沢市山口５４番地の２ 04-2939-3891 04-2939-3892 第５希望 通信機・家電 その他 洗剤・洗濯機・乾燥機
274451 （株）誠宇ジャパン 代表取締役 中原　恵子 県内 千葉市花見川区三角町７８２番地１４ 043-298-5430 043-298-5431 第１希望 不用品買受 金属くず
274451 （株）誠宇ジャパン 代表取締役 中原　恵子 県内 千葉市花見川区三角町７８２番地１４ 043-298-5430 043-298-5431 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
274451 （株）誠宇ジャパン 代表取締役 中原　恵子 県内 千葉市花見川区三角町７８２番地１４ 043-298-5430 043-298-5431 第１希望 不用品買受 資源物
274451 （株）誠宇ジャパン 代表取締役 中原　恵子 県内 千葉市花見川区三角町７８２番地１４ 043-298-5430 043-298-5431 第１希望 不用品買受 その他 ペットボトル
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
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270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 おしりふき、生理用品、マスク等
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第２希望 繊維・寝具 白衣
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第２希望 繊維・寝具 寝具
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第２希望 繊維・寝具 その他 おむつ等
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第３希望 日用雑貨・金物 家庭用品
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第３希望 日用雑貨・金物 その他 ペーパータオル、トイレットティシュー、ティシュー等
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第４希望 リース 寝具・オムツ
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第４希望 リース その他 タオル、清拭、おしぼり等
270375 （株）成玉舎 代表取締役社長 福田　伸一 準県内 神奈川県相模原市中央区宮下二丁目１５番５号 042-773-5858 042-779-0505 第５希望 消防・保安用品 その他 災害対策用備蓄紙おむつ
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第１希望 看板・模型 その他 スポーツ競技用電光掲示板、出退情報表示システム
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第２希望 通信機・家電 無線機器
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第２希望 通信機・家電 その他 設備時計、からくり時計、モニュメント時計、標準時刻送出装置、ホテル用モーニングアラーム

103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第３希望 運動用品 運動用品
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第３希望 運動用品 体育器具
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第３希望 運動用品 その他 スポーツタイマー、ストップウォッチ
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第４希望 電算機・電算用品 その他 スポーツ競技用ソフト
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第５希望 リース 電算機
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第５希望 リース 電気・通信機器
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 第５希望 リース その他 スポーツ競技用計時計測システム
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 書籍・教材 教育機器
103751 セイコータイムシステム（株） 代表取締役社長 萩原　健二 県外 東京都江東区福住二丁目４番３号 03-5646-1601 03-5646-1602 書籍・教材 視聴覚教育機器
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第１希望 薬品 検査試薬
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第１希望 薬品 工業薬品
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第２希望 理化学機器 気体分析機器
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第２希望 理化学機器 液体分析機器
182857 誠心エンジニアリング（株） 代表取締役 中川　政峰 準県内 東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 03-6757-3366 03-5767-5903 第２希望 理化学機器 化学分析機器
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第１希望 通信機・家電 放送機器
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第１希望 通信機・家電 無線機器
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第１希望 通信機・家電 その他 テレメータ機器、クラウド監視機器、監視カメラ、寒水情報板
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第２希望 理化学機器 その他 気象センサー、計測機器
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第３希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第３希望 産業用機器及び資材 その他 無停電電源装置、発電機、直流電源装置
105748 西菱電機（株） 代表取締役 西井　希伊 県外 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 072-771-3811 072-771-3830 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第１希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第１希望 農業用機器及び資材 その他 獣害防止用資材
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第２希望 薬品 工業薬品
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第２希望 薬品 防疫剤
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第２希望 薬品 その他 松くい虫防止用樹幹注入剤
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第３希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第４希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
174666 正和商事（株） 代表取締役 紀平　茂男 県外 大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 06-6203-4541 06-6203-4347 第５希望 その他物品 その他 獣害防止用資材
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 看板
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 標識
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 模型・展示品
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第１希望 看板・模型 その他 着ぐるみ　ぬいぐるみ
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第２希望 印刷・製本 地図印刷
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第３希望 記念品・贈答品 記念品
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
171350 （株）世広 代表取締役 鈴木　定徳 県内 千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ 043-215-5733 043-216-0651 第５希望 その他物品 ガラス・フィルム
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
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170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第２希望 消防・保安用品 消火器
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第２希望 消防・保安用品 非常食
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第２希望 消防・保安用品 防災用品
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第３希望 リース 医療機器
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第３希望 リース その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第４希望 その他物品 ガラス・フィルム
170946 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8475 03-5775-8921 第４希望 その他物品 その他 安全商品各種（防犯カメラ、金庫、入退室管理システム等）
375557 セコムクレジット（株） 代表取締役 長尾　誠也 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 03-5325-6881 03-5321-3075 第１希望 リース その他 監視カメラ、赤外線警報装置等の防犯・安全システム
401353 セノー（株） 代表取締役 尾崎　徹也 県内 松戸市松飛台２５０番地 047-385-1111 047-385-1123 第１希望 運動用品 運動用品
401353 セノー（株） 代表取締役 尾崎　徹也 県内 松戸市松飛台２５０番地 047-385-1111 047-385-1123 第１希望 運動用品 体育器具
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第１希望 繊維・寝具 天幕
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第２希望 消防・保安用品 消火器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第２希望 消防・保安用品 非常食
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第２希望 消防・保安用品 防災用品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース 寝具・オムツ
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース 電気・通信機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース 仮設建物
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース 植木・鉢物
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第３希望 リース その他 遊具
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第４希望 看板・模型 看板
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第５希望 通信機・家電 放送機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第５希望 通信機・家電 無線機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第５希望 通信機・家電 家電製品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第５希望 通信機・家電 照明器具
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 第５希望 通信機・家電 空調機器
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 記念品・贈答品 販促用品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 記念品・贈答品 記念品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 室内装飾品 じゅうたん
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 室内装飾品 緞帳・暗幕
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 室内装飾品 簡易間仕切り
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 運動用品 運動用品
170019 （株）セブンサービス企画装飾 代表取締役 山村　未来男 県内 浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 047-351-7777 047-352-8689 運動用品 レジャー用品
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第１希望 家具・什器 特注家具
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第３希望 室内装飾品 カーテン
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第３希望 室内装飾品 ブラインド
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第４希望 運動用品 運動用品
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第４希望 運動用品 体育器具
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第５希望 文具・事務機器 文房具
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第５希望 文具・事務機器 用紙類
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第５希望 文具・事務機器 事務機器
407905 （株）千興商事 代表取締役 中村　賢司 県内 千葉市若葉区千城台南四丁目１１番１５号 043-236-3211 043-236-3771 第５希望 文具・事務機器 印章
270090 セントケア千葉（株） 代表取締役 成田　正幸 県内 千葉市中央区新町１番地１７ 043-203-0720 043-203-0721 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
270090 セントケア千葉（株） 代表取締役 成田　正幸 県内 千葉市中央区新町１番地１７ 043-203-0720 043-203-0721 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第１希望 運動用品 運動用品
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第１希望 運動用品 武道具
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第１希望 運動用品 体育器具
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第１希望 運動用品 運動衣
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第１希望 運動用品 レジャー用品
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第２希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 塩化カルシウム等
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第３希望 薬品 その他 塩化カルシウム等
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第４希望 消防・保安用品 その他 塩化カルシウム等
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第５希望 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満）
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第５希望 船舶・航空機 ボート
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102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第５希望 船舶・航空機 船舶用品
102512 セントラル（株） 代表取締役 元吉　和江 県内 木更津市富士見三丁目１番２２号 0438-23-2091 0438-23-1455 第５希望 船舶・航空機 その他 エンジン他船舶付属用品等一式
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第１希望 リース 医療機器
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第１希望 リース 電気・通信機器
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第１希望 リース その他 カメラ
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第２希望 通信機・家電 その他 カメラ
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第３希望 消防・保安用品 防災用品
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第３希望 消防・保安用品 その他 、
182169 セントラル警備保障（株） 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志 準県内 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 03-3344-1741 03-3342-4918 第４希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
182809 セントラルスポーツ（株） 代表取締役 後藤　聖治 県外 東京都中央区新川一丁目２１番２号 03-5543-1800 03-5543-1841 第１希望 運動用品 運動用品
182809 セントラルスポーツ（株） 代表取締役 後藤　聖治 県外 東京都中央区新川一丁目２１番２号 03-5543-1800 03-5543-1841 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
182809 セントラルスポーツ（株） 代表取締役 後藤　聖治 県外 東京都中央区新川一丁目２１番２号 03-5543-1800 03-5543-1841 第３希望 薬品 工業薬品
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第２希望 リース 医療機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第３希望 理化学機器 化学分析機器
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第４希望 薬品 治療用医薬品
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第４希望 薬品 検査試薬
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第４希望 薬品 医療用ガス
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第５希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第５希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第５希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
409705 （株）セントラルメディカル 代表取締役 中根　祐一 県外 茨城県土浦市神立町２５０６番地 029-831-2321 029-831-8998 第５希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
173237 （株）ゼニライトブイ 代表取締役社長 竹安　正 県外 大阪府池田市豊島南二丁目１７６番地の１ 072-762-7001 072-760-2085 第１希望 その他物品 その他 航路標識製品（標識灯・灯浮標）
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第１希望 その他物品 その他 ランドセルカバー、黄色い帽子、ヘルメット
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第４希望 記念品・贈答品 記念品
270510 （株）全国学童交通事故防止会 代表取締役 小島　善二 県内 流山市市野谷４３６番地 04-7150-5405 04-7150-5407 第５希望 靴・革製品 雨衣
182180 （株）全日警 代表取締役　 片岡　由文 準県内 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 03-3862-3321 03-3862-3705 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
182180 （株）全日警 代表取締役　 片岡　由文 準県内 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 03-3862-3321 03-3862-3705 第２希望 リース その他 防犯カメラシステム
182180 （株）全日警 代表取締役　 片岡　由文 準県内 東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 03-3862-3321 03-3862-3705 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第１希望 書籍・教材 書籍
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第１希望 書籍・教材 地図
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第１希望 書籍・教材 教材
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第１希望 書籍・教材 その他 地図データ・電子地図・情報誌・白地図
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 活版印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 地図印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 電子出版
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第２希望 印刷・製本 その他 企画地図・出力図・便利帳・防災マップ印刷
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第３希望 その他物品 その他 学区域地図・商圏マップ・観光マップ・警防、防災地図・ハザードマップ・水利地図・ナビ関連・ＰＣ・ナビ関連

131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第４希望 看板・模型 その他 防災パネル・案内板・デジタルサイネージ
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 第５希望 文具・事務機器 その他 ファイル類・付箋類・販促用品
131011 （株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 準県内 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 093-882-9050 093-882-9100 記念品・贈答品 販促用品
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 電子出版
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第１希望 印刷・製本 その他 封筒、シール
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第２希望 文具・事務機器 印章
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第３希望 記念品・贈答品 記念品
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第３希望 記念品・贈答品 その他 贈答用タオル等
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第４希望 看板・模型 看板
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170204 （株）総合印刷新報社 代表取締役 竹口　朋子 県内 船橋市高瀬町３２番地 047-431-9166 047-433-6232 第５希望 その他物品 ダンボール
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第１希望 その他物品 その他 防犯カメラ
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 消火器
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 避難器具
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 防火服・保護具
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 非常食
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 警察用品
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第３希望 消防・保安用品 防災用品
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第４希望 リース 医療機器
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第４希望 リース 電気・通信機器
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第５希望 通信機・家電 照明器具
103851 綜合警備保障（株） 代表取締役 青山　幸恭 準県内 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 03-3470-6811 03-3470-2626 第５希望 通信機・家電 空調機器
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第１希望 リース 電気・通信機器
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第２希望 消防・保安用品 防災用品
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第３希望 通信機・家電 電話交換機
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第３希望 通信機・家電 無線機器
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第３希望 通信機・家電 照明器具
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第５希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409940 （有）綜合電設 代表取締役 宮下　賢一 県内 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 043-291-2242 043-291-0839 第５希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 電算機
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 医療機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 寝具・オムツ
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 電気・通信機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 自動車・船舶
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 仮設建物
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第１希望 リース 植木・鉢物
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 乗用車
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 貨物自動車
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 軽自動車
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 バス
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 特殊車
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第４希望 車両 特種用途自動車
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第５希望 家具・什器 木製家具・什器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 第５希望 家具・什器 特注家具
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 じゅうたん
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 カーテン
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 ブラインド
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 緞帳・暗幕
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 簡易間仕切り
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 建具
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 室内装飾品 畳
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 電話交換機
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 放送機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 無線機器
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 家電製品
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405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 照明器具
405769 総合メディカル（株） 代表取締役 貞久　雅利 県外 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番８号 03-5255-6701 03-5255-6702 通信機・家電 空調機器
273025 （株）創和 代表取締役 石住　義光 県外 東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号 03-5637-8888 03-5637-8889 第１希望 その他物品 その他 火葬炉台車保護剤・火葬炉用品販売
285400 （株）創和 代表取締役 鈴木　潔 県内 いすみ市小沢１２２２番地１ 0470-62-6711 0470-62-6712 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
285400 （株）創和 代表取締役 鈴木　潔 県内 いすみ市小沢１２２２番地１ 0470-62-6711 0470-62-6712 第２希望 薬品 その他 不快害虫防除剤等
285400 （株）創和 代表取締役 鈴木　潔 県内 いすみ市小沢１２２２番地１ 0470-62-6711 0470-62-6712 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
280845 （株）速記センターつくば 代表取締役 渡部　雅史 県外 茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１ 0297-82-8801 0297-86-8802 第１希望 電算機・電算用品 その他 マイクシステム
173603 （株）ソラスト 代表取締役 藤河　芳一 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-3450-2610 03-3450-2612 第１希望 書籍・教材 書籍
173603 （株）ソラスト 代表取締役 藤河　芳一 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-3450-2610 03-3450-2612 第１希望 書籍・教材 教材
173603 （株）ソラスト 代表取締役 藤河　芳一 準県内 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-3450-2610 03-3450-2612 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第１希望 印刷・製本 その他 防災マップ、ハザードマップ、都市計画図、各種台帳図
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第２希望 電算機・電算用品 その他 ＧＩＳソフト（ＴＡＩＭＳ）
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第３希望 看板・模型 看板
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第３希望 看板・模型 その他 街区表示板、街区案内板、住居番号表示板
131565 （株）大輝 代表取締役 岡野　一徳 準県内 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 042-574-2911 042-574-2412 第４希望 リース 電算機
406931 （株）大成出版社 代表取締役社長 箕浦　文夫 県外 東京都世田谷区羽根木一丁目７番１１号 03-3321-4132 03-3327-3777 第１希望 書籍・教材 書籍
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 消火器
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 避難器具
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 非常食
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 防災用品
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第１希望 消防・保安用品 その他 備蓄倉庫、消防職員団員被服各種、防災用ヘルメット各種、救助用品一式、空気呼吸器及びボンベ、救助用品、リヤカー、担架、ゴーグル、防じんメガネ・マスク、救助用ロープ、活動装備品、拡声器、ガス検知器、非常用食品、保存水、備蓄食料

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 革靴
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 手袋
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 雨衣
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 皮革製品
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第２希望 靴・革製品 その他 防寒ジャンパー、活動用安全ベスト、防寒ベスト、レスキューグローブ、消防用長靴、救助用ケブラー手袋、消防用手袋等

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第３希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第３希望 産業用機器及び資材 その他 消防救助・災害時用ジャッキ、救助工具一式、発電機各種、ＬＥＤ投光器、地震自動開閉箱、救助シェルター

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第４希望 繊維・寝具 作業服・事務服
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第４希望 繊維・寝具 帽子
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第４希望 繊維・寝具 寝具
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第４希望 繊維・寝具 天幕
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第４希望 繊維・寝具 その他 ユニットテント、簡易寝袋、アルミマット、備蓄用アルミ毛布、パック毛布、エマージェンシーユニット等

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 第５希望 その他物品 その他 ラジオ、ＬＥＤライト各種、バルーン投光器、トイレ用品、初期非難用品、貯水用具、水槽等、避難所用生活用品、活動・生活装備品、ストレッチャー

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 書籍・教材 実習用機器
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 書籍・教材 その他 救助用ダミー、マネキンモニター付、救助訓練用人形等
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 医療用機器・衛生材料 衛生材料
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 医療用機器・衛生材料 その他 非常用衛生セット、非常用救急箱セット、紙おむつ、生理用品等

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 室内装飾品 簡易間仕切り
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 室内装飾品 畳
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 室内装飾品 その他 災害非難用間仕切り、パーテーション、ワンタッチパーテーション等

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 看板・模型 掲示板・標示板
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 看板・模型 標識
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 看板・模型 その他 消防用水利標識、危険物表示板一式、消防団旗等
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 通信機・家電 無線機器
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 運動用品 レジャー用品
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 運動用品 その他 簡易トイレ、マット、シート、テント類、アルミマット・シート、ブルーシート、災害時用テント中型大型、煙体験テント

274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 船舶・航空機 ボート
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 船舶・航空機 船舶用品
274763 （株）大成防災 代表取締役 鹿島　正和 県内 富津市二間塚１９６２番地 0439-87-9119 0439-87-6361 船舶・航空機 その他 潜水用具、救命ボート等、レスキューボート各種、水害用ライフジャケット大人・小人

271128 （有）太平洋水産 代表取締役社長 田中　伸祐 県内 山武市本須賀３４０１番地２ 0475-84-2484 0475-84-1519 第１希望 その他物品 その他 食品関係、学校給食賄材料
400824 タイムズ２４（株） 代表取締役 西川　光一 県外 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 03-3213-8901 03-3213-8902 第１希望 その他物品 その他 駐車場管制機器、消耗品等
400824 タイムズ２４（株） 代表取締役 西川　光一 県外 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 03-3213-8901 03-3213-8902 第２希望 リース その他 駐車場管制機器等
400824 タイムズ２４（株） 代表取締役 西川　光一 県外 東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 03-3213-8901 03-3213-8902 第３希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第１希望 農業用機器及び資材 その他 農業用揚水機　排水機
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第２希望 産業用機器及び資材 産業用ロボット
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第３希望 水道・ガス用資材 バルブ
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第３希望 水道・ガス用資材 パイプ
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104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第４希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第４希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第４希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第５希望 通信機・家電 照明器具
104546 （株）泰明商会 代表取締役 宮川　聡 県外 東京都中央区銀座２丁目８番４号 03-3535-0371 03-3535-3443 第５希望 通信機・家電 空調機器
104220 （株）大洋 代表取締役 星　文佳 県外 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウエーブ２１ビル３階Ａ 029-305-3321 029-244-2151 第１希望 不用品買受 金属くず
104220 （株）大洋 代表取締役 星　文佳 県外 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウエーブ２１ビル３階Ａ 029-305-3321 029-244-2151 第１希望 不用品買受 機械
104220 （株）大洋 代表取締役 星　文佳 県外 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウエーブ２１ビル３階Ａ 029-305-3321 029-244-2151 第１希望 不用品買受 自動車
104220 （株）大洋 代表取締役 星　文佳 県外 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウエーブ２１ビル３階Ａ 029-305-3321 029-244-2151 第１希望 不用品買受 自転車
104220 （株）大洋 代表取締役 星　文佳 県外 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウエーブ２１ビル３階Ａ 029-305-3321 029-244-2151 第１希望 不用品買受 資源物
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170021 （株）太陽堂印刷所 代表取締役 日暮　秀一 県内 千葉市中央区末広一丁目４番２７号 043-222-1122 043-221-0754 第１希望 印刷・製本 電子出版
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第１希望 その他物品 遊具
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第２希望 運動用品 運動用品
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第２希望 運動用品 体育器具
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第３希望 看板・模型 看板
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
201665 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 県外 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 084-955-1275 084-955-2481 第４希望 消防・保安用品 防災用品
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第１希望 水道・ガス用資材 ろ過材
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第２希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第２希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第２希望 産業用機器及び資材 電動工具
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第３希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第４希望 通信機・家電 空調機器
105135 （有）タカオ産業 代表取締役 高橋　三雄 県内 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 043-462-6677 043-215-5801 第５希望 看板・模型 看板
270157 高千穂商事（株） 代表取締役 牧野　正明 県外 東京都港区虎ノ門５丁目３番２０号仙石山アネックス４１５ 03-6450-1011 03-6659-5678 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270157 高千穂商事（株） 代表取締役 牧野　正明 県外 東京都港区虎ノ門５丁目３番２０号仙石山アネックス４１５ 03-6450-1011 03-6659-5678 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第１希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第１希望 産業用機器及び資材 その他 セキュリティゲート、入退場管理システム、駐輪場管理システム、ホームドアシステム、ＩＣカード入金機、カード発売機

172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第２希望 理化学機器 電気計測器
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 第４希望 その他物品 その他 硬貨計算機
172051 （株）高見沢サイバネティックス 代表取締役社長 高見澤　和夫 県外 東京都中野区中央二丁目４８番５号 03-3227-3361 03-3227-3391 リース その他 駐輪場機器
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第１希望 その他物品 葬儀用品
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第１希望 その他物品 その他 斎場関連付属品
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第２希望 厨房機器・浴槽設備 その他 節水コマ
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第３希望 消防・保安用品 消火器
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第３希望 消防・保安用品 避難器具
181386 タカラビルメン（株） 代表取締役 小松　良則 県外 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 0297-66-7111 0297-66-7118 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第１希望 その他物品 選挙備品
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第４希望 日用雑貨・金物 家庭用品
411425 （有）滝企画 代表取締役 滝　孝行 県外 静岡県静岡市清水区高橋三丁目９番７１号 054-364-1999 054-364-8912 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
407424 タキヤ（株） 代表取締役 中村　信男 県外 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 06-6253-0331 06-6253-0339 第１希望 その他物品 その他 文化施設向け展示作業用備品類
407424 タキヤ（株） 代表取締役 中村　信男 県外 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 06-6253-0331 06-6253-0339 第２希望 室内装飾品 その他 絵画吊金具
407424 タキヤ（株） 代表取締役 中村　信男 県外 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 06-6253-0331 06-6253-0339 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
407424 タキヤ（株） 代表取締役 中村　信男 県外 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 06-6253-0331 06-6253-0339 第４希望 通信機・家電 照明器具
407424 タキヤ（株） 代表取締役 中村　信男 県外 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 06-6253-0331 06-6253-0339 第５希望 理化学機器 電気計測器
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第１希望 産業用機器及び資材 その他 焼却用設備機械および資材・下水道設備機器
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第２希望 その他物品 その他 ごみ焼却装置、廃棄物処理施設等消耗品、下水道設備機器
103866 （株）タクマ 代表取締役社長 南條　博昭 県外 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 06-6483-2609 06-6483-2751 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 消火器
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 避難器具
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
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102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 非常食
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防災用品
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 電話交換機
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 放送機器
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 無線機器
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 家電製品
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 照明器具
102046 竹森電設（株） 代表取締役 竹森　久男 県内 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 空調機器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 書籍
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 教材
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 教育機器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 理科実験機器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 実習用機器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 楽器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第２希望 文具・事務機器 文房具
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第２希望 文具・事務機器 用紙類
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第３希望 家具・什器 特注家具
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第４希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第４希望 記念品・贈答品 記念品
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第５希望 運動用品 運動用品
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第５希望 運動用品 武道具
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第５希望 運動用品 体育器具
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 第５希望 運動用品 レジャー用品
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 電算機・電算用品 その他 電子辞書
174606 （株）多田屋 代表取締役 近藤　純哉 県内 東金市南上宿１０番地２ 0475-54-1411 0475-53-1585 通信機・家電 家電製品
103836 立川ハウス工業（株） 代表取締役 栗原　徹也 準県内 東京都立川市曙町二丁目９番２号　菊屋川口ビル６０１号 042-525-5221 042-525-5207 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
103836 立川ハウス工業（株） 代表取締役 栗原　徹也 準県内 東京都立川市曙町二丁目９番２号　菊屋川口ビル６０１号 042-525-5221 042-525-5207 第１希望 リース 電気・通信機器
103836 立川ハウス工業（株） 代表取締役 栗原　徹也 準県内 東京都立川市曙町二丁目９番２号　菊屋川口ビル６０１号 042-525-5221 042-525-5207 第１希望 リース 仮設建物
103836 立川ハウス工業（株） 代表取締役 栗原　徹也 準県内 東京都立川市曙町二丁目９番２号　菊屋川口ビル６０１号 042-525-5221 042-525-5207 第１希望 リース その他 家電、空調機器、厨房機器、家具・什器、看板
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第１希望 電算機・電算用品 その他 ＩＣタグ
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第２希望 文具・事務機器 事務機器
174648 （株）タック・ポート 代表取締役社長 勝又　繁 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号 045-342-7301 045-342-7311 第３希望 家具・什器 その他 図書館用什器
270803 （株）タツノ 代表取締役 龍野　裕樹 県外 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 0268-22-6001 0268-25-3209 第１希望 文具・事務機器 文房具
270803 （株）タツノ 代表取締役 龍野　裕樹 県外 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 0268-22-6001 0268-25-3209 第１希望 文具・事務機器 用紙類
270803 （株）タツノ 代表取締役 龍野　裕樹 県外 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 0268-22-6001 0268-25-3209 第１希望 文具・事務機器 事務機器
270803 （株）タツノ 代表取締役 龍野　裕樹 県外 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 0268-22-6001 0268-25-3209 第１希望 文具・事務機器 印章
270803 （株）タツノ 代表取締役 龍野　裕樹 県外 長野県上田市下塩尻２３６番地４ 0268-22-6001 0268-25-3209 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 消火器
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 避難器具
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 非常食
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 警察用品
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 防災用品
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第１希望 消防・保安用品 その他 救命胴衣・ロープ・ブルーシート等
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第２希望 通信機・家電 放送機器
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第２希望 通信機・家電 無線機器
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第３希望 繊維・寝具 帽子
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第３希望 繊維・寝具 白衣
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第３希望 繊維・寝具 寝具
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第４希望 靴・革製品 革靴
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
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403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第４希望 靴・革製品 手袋
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第４希望 靴・革製品 皮革製品
403921 （株）タツミ 代表取締役 坂口　道雄 県内 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 043-304-5590 043-304-5591 第５希望 その他物品 その他 ロープ・ブルーシート等
273322 （株）立山システム研究所 代表取締役 水口　勝史 県外 富山県富山市大泉１５８３番地 076-429-6910 076-429-0851 第１希望 リース その他 緊急通報装置
273322 （株）立山システム研究所 代表取締役 水口　勝史 県外 富山県富山市大泉１５８３番地 076-429-6910 076-429-0851 第２希望 その他物品 その他 緊急通報装置
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第１希望 薬品 工業薬品
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第１希望 薬品 水道用薬品
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第２希望 不用品買受 紙・繊維くず
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第２希望 不用品買受 自転車
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第２希望 不用品買受 資源物
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第３希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第３希望 日用雑貨・金物 荒物
173418 館山商事（株） 代表取締役 片山　義之 県内 館山市正木５２８番地 0470-27-5691 0470-27-5979 第３希望 日用雑貨・金物 その他 清掃用品
270769 （株）タナカ 代表取締役 田中　司郎 県外 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 029-862-1234 029-862-1122 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
270769 （株）タナカ 代表取締役 田中　司郎 県外 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 029-862-1234 029-862-1122 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
270769 （株）タナカ 代表取締役 田中　司郎 県外 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 029-862-1234 029-862-1122 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
270769 （株）タナカ 代表取締役 田中　司郎 県外 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 029-862-1234 029-862-1122 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
270769 （株）タナカ 代表取締役 田中　司郎 県外 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 029-862-1234 029-862-1122 第２希望 看板・模型 その他 選挙公営ポスター掲示板
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第１希望 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満）
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第１希望 船舶・航空機 ボート
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第１希望 船舶・航空機 船舶用品
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 消火器
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 避難器具
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 非常食
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 警察用品
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
412632 田中産業（株） 代表取締役 田中　嘉一 県外 東京都中央区新富二丁目１２番４号 03-3551-2461 03-3551-2477 第２希望 消防・保安用品 防災用品
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第１希望 通信機・家電 電話交換機
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第１希望 通信機・家電 放送機器
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第１希望 通信機・家電 無線機器
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第１希望 通信機・家電 家電製品
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第３希望 書籍・教材 教育機器
273094 田中電気（株） 代表取締役 田中　良一 県外 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 03-3253-2811 03-3253-1360 第３希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171050 タニコー（株） 代表取締役 谷口　秀一 準県内 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 03-5498-7111 03-5498-7927 第１希望 厨房機器・浴槽設備 その他 システムキッチン、ステンレスドラム缶
105759 第一環境（株） 代表取締役社長 岡地　雄一 県外 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 03-6277-7690 03-6277-7924 第１希望 その他物品 その他 計測機器の販売　ハンディターミナルシステム、無線検針システム等

105759 第一環境（株） 代表取締役社長 岡地　雄一 県外 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 03-6277-7690 03-6277-7924 水道・ガス用資材 水道メーター
105759 第一環境（株） 代表取締役社長 岡地　雄一 県外 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 03-6277-7690 03-6277-7924 水道・ガス用資材 その他 水道用機器、検針ロール紙等
275000 （株）第一興商 代表取締役社長 保志　忠郊 準県内 東京都品川区北品川五丁目５番２６号 03-3280-2151 第１希望 通信機・家電 その他 通信カラオケ機器
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第１希望 繊維・寝具 寝具
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第３希望 室内装飾品 カーテン
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第３希望 室内装飾品 ブラインド
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 第４希望 リース 寝具・オムツ
412720 第一寢具（株） 代表取締役 櫻井　純一 県内 長生郡長南町千田１３２２番地 0475-46-1700 0475-46-2588 文具・事務機器 事務機器
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第１希望 通信機・家電 空調機器
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第３希望 リース その他 空調機器
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第４希望 水道・ガス用資材 バルブ
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第４希望 水道・ガス用資材 水道管
100774 第一セントラル設備（株） 代表取締役 深山　浩一 県内 市川市本北方一丁目３５番５号 047-332-5206 047-333-7928 第４希望 水道・ガス用資材 ろ過材
174162 第一総業（株） 代表取締役 桶作　正男 県内 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 043-489-5658 043-489-2681 第１希望 産業用機器及び資材 その他 業務用洗濯機器　乾燥機
174162 第一総業（株） 代表取締役 桶作　正男 県内 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 043-489-5658 043-489-2681 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
174162 第一総業（株） 代表取締役 桶作　正男 県内 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 043-489-5658 043-489-2681 第２希望 日用雑貨・金物 その他 洗濯洗剤　洗濯資材
174162 第一総業（株） 代表取締役 桶作　正男 県内 佐倉市中志津５丁目１３番１１号 043-489-5658 043-489-2681 第３希望 その他物品 その他 クリーニング資材　クリーニング機材
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 消防・保安用品 防災用品
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 通信機・家電 その他 通報装置
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103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 産業用機器及び資材 電動工具
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 産業用機器及び資材 その他 発電機、太陽光発電機、水処理機器、汎用ポンプ・特殊ポンプ

103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 リース 電気・通信機器
103896 （株）第一テクノ 代表取締役 向井　善彦 準県内 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 03-5762-8008 03-5762-8013 リース その他 発電機、太陽光発電機、水処理機器、汎用ポンプ・特殊ポンプ

409886 （株）第一プログレス 代表取締役 川島　宏文 県外 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 03-6269-9732 03-6269-9887 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
409886 （株）第一プログレス 代表取締役 川島　宏文 県外 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 03-6269-9732 03-6269-9887 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
409886 （株）第一プログレス 代表取締役 川島　宏文 県外 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 03-6269-9732 03-6269-9887 その他物品 その他 オフセット印刷
170220 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 03-3404-2251 03-3404-2269 第１希望 書籍・教材 書籍
170220 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 03-3404-2251 03-3404-2269 第２希望 リース その他 法情報総合データベース等
170220 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 03-3404-2251 03-3404-2269 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
170220 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 03-3404-2251 03-3404-2269 第３希望 印刷・製本 電子出版
410866 大栄環境（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 0725-54-3061 0725-51-3133 第１希望 不用品買受 金属くず
410866 大栄環境（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 0725-54-3061 0725-51-3133 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
410866 大栄環境（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 0725-54-3061 0725-51-3133 第１希望 不用品買受 資源物
410866 大栄環境（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 0725-54-3061 0725-51-3133 第１希望 不用品買受 その他 その他古物
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 消火器
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 避難器具
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 非常食
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 防災用品
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第１希望 消防・保安用品 その他 誘導灯、火災報知器
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第２希望 靴・革製品 手袋
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第２希望 靴・革製品 皮革製品
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第３希望 通信機・家電 放送機器
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第３希望 通信機・家電 無線機器
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第３希望 通信機・家電 照明器具
102326 （株）大英電業社 代表取締役 小寺　眞澄 県内 成田市花崎町７５８番地４ 0476-22-5111 0476-24-3220 第３希望 通信機・家電 空調機器
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第２希望 土木・建築用機器及び資材 木材
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 消火器
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 避難器具
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 非常食
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第３希望 消防・保安用品 防災用品
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 金物
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 食器
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 工具
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 塗料
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 家庭用品
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第４希望 日用雑貨・金物 荒物
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 帽子
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 白衣
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 寝具
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
173909 太三機工（株） 代表取締役社長 島田　敏邦 準県内 東京都中央区銀座１丁目１９番１５号 03-3561-8761 03-3561-8774 第５希望 繊維・寝具 天幕
408250 （株）ダイトーマイテック 代表取締役 富田　英之 県外 愛知県名古屋市中区栄三丁目１０番２２号 052-251-7241 052-251-7247 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
408250 （株）ダイトーマイテック 代表取締役 富田　英之 県外 愛知県名古屋市中区栄三丁目１０番２２号 052-251-7241 052-251-7247 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
408250 （株）ダイトーマイテック 代表取締役 富田　英之 県外 愛知県名古屋市中区栄三丁目１０番２２号 052-251-7241 052-251-7247 第１希望 医療用機器・衛生材料
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第１希望 その他物品 ダンボール
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第１希望 その他物品 その他 包装資材
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第２希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第２希望 産業用機器及び資材 木工用機械
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第２希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第２希望 産業用機器及び資材 電動工具
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第２希望 産業用機器及び資材 その他 研削研磨用品等
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
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412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第４希望 消防・保安用品 防災用品
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第５希望 通信機・家電 照明器具
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 第５希望 通信機・家電 空調機器
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 日用雑貨・金物 工具
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 日用雑貨・金物 荒物
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 室内装飾品 ブラインド
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 室内装飾品 簡易間仕切り
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 看板・模型 掲示板・標示板
412572 （株）ダイトク 代表取締役 鈴木　正雄 県内 千葉市若葉区桜木北三丁目１７番４号 043-233-3341 043-233-3329 看板・模型 黒板
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第２希望 文具・事務機器 用紙類
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第２希望 文具・事務機器 事務機器
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第２希望 文具・事務機器 その他 トナー、消耗品関連
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第３希望 通信機・家電 家電製品
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第４希望 リース 電算機
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
201162 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 代表取締役 覚道　清文 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 03-5144-3000 03-5144-3281 第４希望 リース 電気・通信機器
171121 ダイハツ千葉販売（株） 代表取締役 青木　信幸 県内 千葉市中央区末広１丁目１７番７号 043-224-0521 043-224-8638 第１希望 車両 乗用車
171121 ダイハツ千葉販売（株） 代表取締役 青木　信幸 県内 千葉市中央区末広１丁目１７番７号 043-224-0521 043-224-8638 第１希望 車両 軽自動車
173258 大和化成（株） 代表取締役 奥濱　良明 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目６番１０号　東京大和化成ビル 03-5847-0713 03-5640-6502 第１希望 薬品 工業薬品
173258 大和化成（株） 代表取締役 奥濱　良明 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目６番１０号　東京大和化成ビル 03-5847-0713 03-5640-6502 第１希望 薬品 水道用薬品
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第１希望 文具・事務機器 文房具
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第１希望 文具・事務機器 用紙類
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第１希望 文具・事務機器 事務機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 書籍
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 地図
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 教材
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 教育機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 理科実験機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 実習用機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 楽器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 ミシン・編み機
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第３希望 消防・保安用品 避難器具
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第３希望 消防・保安用品 非常食
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第３希望 消防・保安用品 防災用品
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第５希望 通信機・家電 無線機器
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第５希望 通信機・家電 家電製品
411840 大和化成（株） 代表取締役 伊藤　秀之 県外 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 06-6767-3133 06-6767-3033 第５希望 通信機・家電 照明器具
405640 （株）ダイワコーポレーション 代表取締役 宮園　誠士郎 県外 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目６番地１７ 045-508-9674 045-508-9675 第１希望 産業用機器及び資材 その他 業務用洗濯機乾燥機
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第１希望 リース 医療機器
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第１希望 リース 自動車・船舶
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第１希望 リース 仮設建物
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第１希望 リース その他 ＬＥＤ照明器具、緑化商品、歩行補助用具
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第２希望 車両 乗用車
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第２希望 車両 貨物自動車
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第２希望 車両 軽自動車
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第２希望 車両 特殊車
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第２希望 車両 特種用途自動車
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第３希望 通信機・家電 照明器具
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第３希望 通信機・家電 空調機器
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第４希望 文具・事務機器 事務機器
103972 大和リース（株） 代表取締役 森田　俊作 準県内 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 06-6942-8011 06-6942-8051 第５希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第１希望 理化学機器 その他 実験台、ドラフトチャンバー
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第２希望 家具・什器 特注家具
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第３希望 書籍・教材 その他 理科実験台、調理台、被服台
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
170837 （株）ダルトン 代表取締役 安藤　隆之 県外 東京都中央区築地５丁目６番１０号 03-3549-6800 03-3549-6854 第５希望 産業用機器及び資材 その他 粉体機械製品
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第１希望 写真機 写真機
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第２希望 消防・保安用品 警察用品
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第２希望 消防・保安用品 防災用品
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第２希望 消防・保安用品 その他 暗視スコープ、フラッシュライト
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第３希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第３希望 農業用機器及び資材 その他 鳥獣被害対策用品（わな、柵、電気柵等）
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第４希望 通信機・家電 無線機器
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第４希望 通信機・家電 照明器具
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 第５希望 理化学機器 その他 暗視スコープ、フラッシュライト
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 電算機・電算用品 その他 ＡｒｃＧＩＳ製品
131087 （株）地域環境計画 代表取締役 高塚　敏 県外 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 03-5450-3700 03-5450-3701 その他物品 その他 鳥獣被害対策用品（わな、柵、電気柵等）
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 活版印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 地図印刷
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第１希望 印刷・製本 電子出版
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第２希望 記念品・贈答品 記念品
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第３希望 看板・模型 看板
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第４希望 書籍・教材 書籍
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第４希望 書籍・教材 地図
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第４希望 書籍・教材 教材
174217 （株）地域新聞社 代表取締役 近間　之文 県内 船橋市湊町一丁目１番１号 047-420-0300 047-420-0301 第４希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第１希望 消防・保安用品 消火器
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第１希望 消防・保安用品 避難器具
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第１希望 消防・保安用品 防災用品
101580 （株）千歳防災社 代表取締役 田中　孝治 県内 千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７ 043-268-3355 043-268-3327 第２希望 通信機・家電 放送機器
106056 （株）千葉エレク 代表取締役 越智　洋介 県内 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 043-237-7175 043-237-7285 第１希望 その他物品 その他 電波障害調査、地上デジタル放送受信調査、監視カメラ、防犯カメラ、赤外線センサー外周警備システム

106056 （株）千葉エレク 代表取締役 越智　洋介 県内 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 043-237-7175 043-237-7285 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
106056 （株）千葉エレク 代表取締役 越智　洋介 県内 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 043-237-7175 043-237-7285 第２希望 消防・保安用品 その他 電波障害調査、地上デジタル放送受信調査、監視カメラ、防犯カメラ、赤外線センサー外周警備システム

271997 （株）千葉化学品センター 代表取締役 飯田　敏男 県内 市原市八幡北町一丁目４番地１ 0436-43-8551 0436-43-8587 第１希望 薬品 工業薬品
271997 （株）千葉化学品センター 代表取締役 飯田　敏男 県内 市原市八幡北町一丁目４番地１ 0436-43-8551 0436-43-8587 第１希望 薬品 水道用薬品
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 電子出版
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第１希望 印刷・製本 その他 カード製造
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第２希望 書籍・教材 書籍
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第２希望 書籍・教材 地図
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第２希望 書籍・教材 教材
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第３希望 文具・事務機器 文房具
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第３希望 文具・事務機器 用紙類
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第４希望 記念品・贈答品 記念品
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第４希望 記念品・贈答品 その他 ノベルティグッズ
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第５希望 看板・模型 看板
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170037 千葉共同印刷（株） 代表取締役 植草　好子 県内 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号 043-247-3318 043-247-3319 その他物品 ダンボール
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第２希望 リース 電算機
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171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171434 ちばぎんコンピューターサービス（株） 代表取締役社長 佐立　成信 県内 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 043-213-8881 043-213-8864 第３希望 文具・事務機器 事務機器
130267 （一財）千葉県環境財団 理事長 田谷　徹郎 県内 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 043-246-2078 043-247-4152 第１希望 理化学機器 その他 大気汚染測定機器等
272013 （公財）千葉県学校給食会 理事長 大塚　一朗 県内 千葉市美浜区新港６１番 043-242-8621 043-247-4901 第１希望 その他物品 食品関係
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第１希望 文具・事務機器 文房具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第１希望 文具・事務機器 用紙類
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第１希望 文具・事務機器 事務機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第１希望 文具・事務機器 印章
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第２希望 記念品・贈答品 記念品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第３希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第３希望 印刷・製本 活版印刷
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第３希望 印刷・製本 特殊印刷
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 作業服・事務服
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 帽子
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 白衣
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 寝具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第４希望 繊維・寝具 天幕
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 書籍
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 地図
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 教育機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 楽器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 ミシン・編み機
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 第５希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 消防・保安用品 避難器具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 消防・保安用品 災害救助機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 消防・保安用品 防犯用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 消防・保安用品 防災用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 給湯器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 金物
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 食器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 工具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 塗料
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 家庭用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 日用雑貨・金物 荒物
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 靴・革製品 病院用シューズ
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 家具・什器 木製家具・什器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 家具・什器 スチール製家具・什器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 家具・什器 特注家具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 じゅうたん
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 カーテン
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 ブラインド
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 緞帳・暗幕
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 簡易間仕切り
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 建具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 室内装飾品 畳
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 看板
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 掲示板・標示板
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 標識
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 黒板
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 のぼり・旗・たすき
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 横断幕・懸垂幕
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 模型・展示品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 看板・模型 ナンバープレート
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 電算機・電算用品 電算機用消耗品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 電話交換機
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 放送機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 無線機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 家電製品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 照明器具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 通信機・家電 空調機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 運動用品 運動用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 運動用品 武道具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 運動用品 体育器具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 運動用品 運動衣
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 運動用品 レジャー用品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 土木・建築用機器及び資材 木材
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 農機具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 飼料・肥料
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 種苗・種子
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 園芸用資材
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 産業用機器及び資材 発券機・精算機
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 産業用機器及び資材 金属加工用機械
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 産業用機器及び資材 木工用機械
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 産業用機器及び資材 電動工具
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 リース 寝具・オムツ
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 リース 事務機器・視聴覚機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 リース 電気・通信機器
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 不用品買受 その他 顕微鏡引き取り
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 その他物品 ガラス・フィルム
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 その他物品 食品関係
401150 千葉県学校用品（株） 代表取締役 小川　一成 県内 千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 043-225-8263 043-225-8171 その他物品 ダンボール
173338 千葉県森林組合 代表理事組合長 本吉　久雄 県内 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 043-227-8233 043-227-8245 第１希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
173338 千葉県森林組合 代表理事組合長 本吉　久雄 県内 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 043-227-8233 043-227-8245 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
173338 千葉県森林組合 代表理事組合長 本吉　久雄 県内 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 043-227-8233 043-227-8245 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
173338 千葉県森林組合 代表理事組合長 本吉　久雄 県内 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 043-227-8233 043-227-8245 第２希望 その他物品 その他 木材製品・土壌改良用スミ・オガ粉・チップ等
131818 千葉県土地改良事業団体連合会 会長 林　和雄 県内 千葉市美浜区新港２４９番地５ 043-241-1711 043-248-2563 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
131818 千葉県土地改良事業団体連合会 会長 林　和雄 県内 千葉市美浜区新港２４９番地５ 043-241-1711 043-248-2563 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131818 千葉県土地改良事業団体連合会 会長 林　和雄 県内 千葉市美浜区新港２４９番地５ 043-241-1711 043-248-2563 第１希望 印刷・製本 地図印刷
271325 千葉県ヤクルト販売（株） 代表取締役 赤田　玄朗 県内 千葉市若葉区加曽利町６３ 043-311-8960 043-233-1131 第１希望 その他物品 食品関係
405619 千葉コンクリート（株） 代表取締役 浅野　嘉章 県内 いすみ市岬町江場土２７４６番地の１ 0470-87-3121 0470-87-6510 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第１希望 日用雑貨・金物 その他 家庭用指定ゴミ袋、ポリ袋などの梱包資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 ポリ袋などの梱包資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第３希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第３希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第３希望 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第３希望 農業用機器及び資材 その他 ポリ袋などの梱包資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第４希望 消防・保安用品 警察用品
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第４希望 消防・保安用品 防災用品
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第４希望 消防・保安用品 その他 ポリ袋などの梱包資材
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第５希望 文具・事務機器 用紙類
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 第５希望 文具・事務機器 その他 トナーカートリッジ
171476 千葉紙工（株） 代表取締役 添田　公造 県内 四街道市物井５９８番地１２（四街道工業団地内） 043-423-0100 043-421-2300 その他物品 その他 ポリ袋などの梱包資材
401239 （株）千葉システムコンサルタント 代表取締役社長 石窪　勇 県内 千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ 043-238-8546 043-238-8548 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
401239 （株）千葉システムコンサルタント 代表取締役社長 石窪　勇 県内 千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ 043-238-8546 043-238-8548 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
401239 （株）千葉システムコンサルタント 代表取締役社長 石窪　勇 県内 千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ 043-238-8546 043-238-8548 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
401239 （株）千葉システムコンサルタント 代表取締役社長 石窪　勇 県内 千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ 043-238-8546 043-238-8548 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
401239 （株）千葉システムコンサルタント 代表取締役社長 石窪　勇 県内 千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ 043-238-8546 043-238-8548 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
102122 千葉信号サービス（株） 代表取締役 永原　康宏 県内 市原市辰巳台東五丁目１１番１ 0436-74-7711 0436-74-7712 第１希望 消防・保安用品 その他 交通保安用品
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 運動用品
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 武道具
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 体育器具
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 運動衣
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 レジャー用品
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第１希望 運動用品 その他 体育館施設、スポーツ施設
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第２希望 繊維・寝具 帽子
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第２希望 繊維・寝具 天幕
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171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第３希望 その他物品 遊具
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第４希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
171806 （株）千葉スポーツ 代表取締役 初芝　賢一 県内 千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号 043-243-1721 043-243-1723 第４希望 記念品・贈答品 記念品
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第１希望 繊維・寝具 帽子
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第１希望 繊維・寝具 白衣
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第２希望 靴・革製品 病院用シューズ
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第２希望 靴・革製品 手袋
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第２希望 靴・革製品 雨衣
170465 千葉繊維加工工業（有） 代表取締役 坂本　暁 県内 千葉市若葉区原町８２３番地 043-251-8666 043-251-8688 第３希望 運動用品 運動衣
130409 千葉セントラル測量（株） 代表取締役 小川　清美 県内 東金市田間７９２番地 0475-52-3632 0475-52-2466 第１希望 印刷・製本 地図印刷
411667 千葉總業（株） 代表取締役 阿部　憲嗣 県内 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 043-441-6777 043-441-6778 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
411667 千葉總業（株） 代表取締役 阿部　憲嗣 県内 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 043-441-6777 043-441-6778 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 獣害侵入防止柵、エクステリア製品、ネット及び防護柵等
411667 千葉總業（株） 代表取締役 阿部　憲嗣 県内 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 043-441-6777 043-441-6778 第２希望 通信機・家電 放送機器
411667 千葉總業（株） 代表取締役 阿部　憲嗣 県内 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 043-441-6777 043-441-6778 第２希望 通信機・家電 その他 ＭＩＲＡＩスピーカー
411667 千葉總業（株） 代表取締役 阿部　憲嗣 県内 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 043-441-6777 043-441-6778 第３希望 薬品 その他 放射性物質低減資材コーラル
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第１希望 文具・事務機器 文房具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第１希望 文具・事務機器 用紙類
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第１希望 文具・事務機器 事務機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第１希望 文具・事務機器 印章
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 気体分析機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 液体分析機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 化学分析機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 顕微鏡
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 電気計測器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 測量機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 度量衡
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 電算機
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 医療機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 寝具・オムツ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 電気・通信機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 仮設建物
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第４希望 リース 植木・鉢物
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第５希望 家具・什器 木製家具・什器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 第５希望 家具・什器 特注家具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 印刷・製本 軽オフセット印刷
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 印刷・製本 オフセット印刷
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 印刷・製本 フォーム印刷
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 印刷・製本 地図印刷
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 印刷・製本 電子出版
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 書籍・教材 教育機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 書籍・教材 理科実験機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 書籍・教材 視聴覚教育機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 繊維・寝具 作業服・事務服
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 繊維・寝具 帽子
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 繊維・寝具 白衣
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 繊維・寝具 天幕
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 記念品・贈答品 バッジ・メダル
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 記念品・贈答品 販促用品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 記念品・贈答品 記念品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 治療用機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
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101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 介護用機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 医療用機器・衛生材料 衛生材料
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 写真機 写真機
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 写真機 映写機
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 写真機 フィルム
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 写真機 ＤＥＰ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 消防・保安用品 消火器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 消防・保安用品 避難器具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 消防・保安用品 災害救助機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 消防・保安用品 非常食
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 消防・保安用品 防犯用品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 金物
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 食器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 工具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 塗料
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 家庭用品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 日用雑貨・金物 荒物
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 革靴
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 作業靴・安全靴
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 病院用シューズ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 手袋
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 雨衣
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 靴・革製品 皮革製品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 じゅうたん
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 カーテン
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 ブラインド
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 緞帳・暗幕
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 簡易間仕切り
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 室内装飾品 建具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 看板
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 掲示板・標示板
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 標識
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 黒板
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 のぼり・旗・たすき
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 横断幕・懸垂幕
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 模型・展示品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 看板・模型 ナンバープレート
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 放送機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 無線機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 家電製品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 照明器具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 通信機・家電 空調機器
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 運動用品 運動用品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 運動用品 武道具
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 木材
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 セメント
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 土木・建築用機器及び資材 その他 ネイル、鋲、測量明示品等
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 産業用機器及び資材 発券機・精算機
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 その他物品 選挙備品
101997 （株）千葉測器 代表取締役 中村　卓見 県内 千葉市中央区都町二丁目１９番３号 043-231-2351 043-232-1732 その他物品 遊具
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 電気計測器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第１希望 理化学機器 その他 記録紙　チャート紙　記録計消耗品
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第２希望 文具・事務機器 その他 ラベルシール
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第３希望 電算機・電算用品 その他 トナーカートリッジ　インクカートリッジ
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170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第４希望 通信機・家電 照明器具
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第４希望 通信機・家電 空調機器
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第４希望 通信機・家電 その他 電気設備資材
170818 千葉チャート（株） 代表取締役 齊藤　誠 県内 君津市台１丁目１６番１号 0439-52-8816 0439-52-8958 第５希望 産業用機器及び資材 電動工具
173970 千葉テクノサービス（株） 代表取締役 鈴木　康介 県内 千葉市若葉区高根町１０６２番地１ 043-228-8001 043-228-8003 第１希望 不用品買受 金属くず
173970 千葉テクノサービス（株） 代表取締役 鈴木　康介 県内 千葉市若葉区高根町１０６２番地１ 043-228-8001 043-228-8003 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
173970 千葉テクノサービス（株） 代表取締役 鈴木　康介 県内 千葉市若葉区高根町１０６２番地１ 043-228-8001 043-228-8003 その他物品 ダンボール
182611 千葉テレビ放送（株） 代表取締役社長 篠塚　泉 県内 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 043-231-3115 043-232-4990 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
182611 千葉テレビ放送（株） 代表取締役社長 篠塚　泉 県内 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 043-231-3115 043-232-4990 第１希望 印刷・製本 電子出版
182611 千葉テレビ放送（株） 代表取締役社長 篠塚　泉 県内 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 043-231-3115 043-232-4990 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
182611 千葉テレビ放送（株） 代表取締役社長 篠塚　泉 県内 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 043-231-3115 043-232-4990 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
182611 千葉テレビ放送（株） 代表取締役社長 篠塚　泉 県内 千葉市中央区都町一丁目１番２５号 043-231-3115 043-232-4990 第３希望 記念品・贈答品 記念品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 電話交換機
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 放送機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 無線機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 家電製品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 照明器具
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第１希望 通信機・家電 空調機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第２希望 リース 電算機
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第２希望 リース 電気・通信機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第４希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第５希望 家具・什器 木製家具・什器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 第５希望 家具・什器 特注家具
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 運動用品 運動用品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 運動用品 レジャー用品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 発券機・精算機
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 金属加工用機械
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 木工用機械
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 電動工具
101959 千葉電建（株） 代表取締役 小川　敬幸 県内 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 043-266-5625 043-266-6129 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 消火器
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 避難器具
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 非常食
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 警察用品
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第１希望 消防・保安用品 防災用品
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 乗用車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 貨物自動車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 軽自動車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 特殊車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 特種用途自動車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 二輪車
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 自動車修理
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 タイヤ
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第２希望 車両 自動車用品
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第３希望 繊維・寝具 帽子
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第３希望 繊維・寝具 寝具
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第３希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第３希望 繊維・寝具 天幕
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第４希望 靴・革製品 革靴
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第４希望 靴・革製品 手袋
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第４希望 靴・革製品 雨衣
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第４希望 靴・革製品 皮革製品
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273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第５希望 通信機・家電 放送機器
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第５希望 通信機・家電 無線機器
273619 （株）千葉トーハツ商会 代表取締役 杉山　正明 県内 長生郡一宮町一宮３１２０番地 0475-42-2618 0475-42-2619 第５希望 通信機・家電 照明器具
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 乗用車
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 貨物自動車
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 バス
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 特種用途自動車
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 自動車修理
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 タイヤ
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第１希望 車両 自動車用品
171169 千葉トヨタ自動車（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-302-8810 043-244-8139 第２希望 リース 自動車・船舶
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 乗用車
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 貨物自動車
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 軽自動車
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 バス
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 特殊車
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 特種用途自動車
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 自動車修理
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 タイヤ
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第１希望 車両 自動車用品
171149 千葉トヨペット（株） 代表取締役 勝又　隆一 県内 千葉市美浜区稲毛海岸４丁目５番１号 043-241-1196 043-241-2031 第２希望 リース 自動車・船舶
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 乗用車
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 貨物自動車
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 軽自動車
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 バス
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 特殊車
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 特種用途自動車
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 自動車修理
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 タイヤ
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第１希望 車両 自動車用品
171120 千葉日産自動車（株） 代表取締役 清宮　達男 県内 千葉市中央区本千葉町９番２１号 043-201-5553 043-224-7706 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第１希望 印刷・製本 電子出版
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第２希望 書籍・教材 書籍
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第２希望 書籍・教材 地図
170033 （株）千葉日報社 代表取締役 大澤　克之助 県内 千葉市中央区中央四丁目１４番１０号 043-222-9211 043-225-8241 第２希望 書籍・教材 教材
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 消火器
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 避難器具
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 非常食
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 防災用品
105594 千葉ノーミ（株） 代表取締役 村井　昭之 県内 匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１ 0479-73-2236 0479-73-2160 第１希望 消防・保安用品 その他 火災警報器
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 貨物自動車
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 バス
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 特殊車
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 特種用途自動車
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 自動車修理
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 タイヤ
171159 千葉日野自動車（株） 代表取締役 在原　和美 県内 千葉市美浜区新港１７７番地 043-241-6661 043-247-9075 第１希望 車両 自動車用品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第１希望 文具・事務機器 文房具
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第１希望 文具・事務機器 印章
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第３希望 家具・什器 特注家具
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第４希望 書籍・教材 教材
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第４希望 書籍・教材 教育機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第４希望 書籍・教材 理科実験機器
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170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第５希望 リース 電算機
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 第５希望 リース 電気・通信機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 記念品・贈答品 販促用品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 記念品・贈答品 記念品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 理化学機器 顕微鏡
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 理化学機器 実験用機器・什器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 写真機 写真機
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 日用雑貨・金物 食器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 日用雑貨・金物 家庭用品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 靴・革製品 作業靴・安全靴
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 靴・革製品 手袋
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 靴・革製品 雨衣
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 室内装飾品 じゅうたん
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 室内装飾品 カーテン
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 室内装飾品 ブラインド
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 室内装飾品 緞帳・暗幕
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 室内装飾品 簡易間仕切り
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 通信機・家電 放送機器
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 通信機・家電 家電製品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 通信機・家電 照明器具
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 運動用品 運動用品
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 運動用品 武道具
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 運動用品 体育器具
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 運動用品 運動衣
170312 チバビジネス（株） 代表取締役 倉持　安宏 県内 千葉市緑区古市場町５１番地 043-265-1172 043-261-2427 運動用品 レジャー用品
172694 （株）千葉マツダ 代表取締役 大木　康正 県内 千葉市稲毛区長沼町３３３番地３ 043-259-3900 043-259-3969 第１希望 車両 乗用車
172694 （株）千葉マツダ 代表取締役 大木　康正 県内 千葉市稲毛区長沼町３３３番地３ 043-259-3900 043-259-3969 第１希望 車両 貨物自動車
172694 （株）千葉マツダ 代表取締役 大木　康正 県内 千葉市稲毛区長沼町３３３番地３ 043-259-3900 043-259-3969 第１希望 車両 軽自動車
172694 （株）千葉マツダ 代表取締役 大木　康正 県内 千葉市稲毛区長沼町３３３番地３ 043-259-3900 043-259-3969 第１希望 車両 特種用途自動車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 乗用車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 貨物自動車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 軽自動車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 特殊車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 特種用途自動車
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 自動車修理
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 タイヤ
171118 千葉三菱コルト自動車販売（株） 代表取締役 三橋　重光 県内 千葉市美浜区新港１７９番地 043-246-5812 043-241-6239 第１希望 車両 自動車用品
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 乗用車
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 貨物自動車
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 軽自動車
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 特種用途自動車
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 自動車修理
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 タイヤ
171170 千葉三菱自動車販売（株） 代表取締役 森田　清一 県内 千葉市中央区浜野町１０２５番地 043-261-4452 043-266-7334 第１希望 車両 自動車用品
172692 （株）千葉メンテ 代表取締役 富田　忠 県内 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 043-248-1212 043-248-1213 第１希望 薬品 検査試薬
172692 （株）千葉メンテ 代表取締役 富田　忠 県内 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 043-248-1212 043-248-1213 第１希望 薬品 工業薬品
172692 （株）千葉メンテ 代表取締役 富田　忠 県内 千葉市中央区新宿二丁目１２番６号 043-248-1212 043-248-1213 第１希望 薬品 水道用薬品
174247 （株）千葉薬品 代表取締役 八川　昭仁 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-248-0089 043-248-1889 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
174247 （株）千葉薬品 代表取締役 八川　昭仁 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-248-0089 043-248-1889 第２希望 薬品 治療用医薬品
174247 （株）千葉薬品 代表取締役 八川　昭仁 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-248-0089 043-248-1889 第３希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
174247 （株）千葉薬品 代表取締役 八川　昭仁 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-248-0089 043-248-1889 第３希望 日用雑貨・金物 家庭用品
174247 （株）千葉薬品 代表取締役 八川　昭仁 県内 千葉市中央区問屋町１番３５号 043-248-0089 043-248-1889 第４希望 その他物品 食品関係
270745 千葉窯業（株） 代表取締役社長 池田　喜美夫 県内 山武郡横芝光町横芝１０９２番地 0479-82-1121 0479-82-1125 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
171928 千葉酪農農業協同組合 代表理事組合長 安田　憲一 県内 千葉市若葉区富田町１０３３番地１ 043-228-5221 043-228-3189 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
171928 千葉酪農農業協同組合 代表理事組合長 安田　憲一 県内 千葉市若葉区富田町１０３３番地１ 043-228-5221 043-228-3189 第２希望 その他物品 食品関係
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第１希望 書籍・教材 書籍
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第１希望 書籍・教材 教材
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第１希望 書籍・教材 楽器
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第２希望 家具・什器 特注家具
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第３希望 運動用品 運動用品
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第３希望 運動用品 体育器具
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第３希望 運動用品 運動衣
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第４希望 その他物品 遊具
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273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第５希望 繊維・寝具 帽子
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第５希望 繊維・寝具 白衣
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第５希望 繊維・寝具 寝具
273006 （株）千葉ワンダー 代表取締役 平岡　秀一 県内 千葉市中央区都町三丁目２６番１０号 043-214-8621 043-214-8631 第５希望 繊維・寝具 天幕
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第１希望 家具・什器 特注家具
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第２希望 運動用品 運動用品
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第２希望 運動用品 体育器具
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第２希望 運動用品 運動衣
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第３希望 書籍・教材 書籍
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第３希望 書籍・教材 教材
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第３希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第３希望 書籍・教材 楽器
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第３希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第４希望 繊維・寝具 作業服・事務服
270177 （株）チャイルド本社 代表取締役 村野　芳雄 準県内 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 03-3813-2141 03-3814-3392 第５希望 その他物品 遊具
272966 中越バス販売（株） 代表取締役 宮腰　徹 県外 富山県富山市八町７９９４番地の１ 076-427-1100 076-427-1500 第１希望 不用品買受 自動車
272966 中越バス販売（株） 代表取締役 宮腰　徹 県外 富山県富山市八町７９９４番地の１ 076-427-1100 076-427-1500 第１希望 不用品買受 その他 バス
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 電話交換機
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 放送機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 無線機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 家電製品
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 照明器具
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 空調機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第１希望 通信機・家電 その他 防犯カメラ　監視カメラ　レコーダー等
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第３希望 消防・保安用品 その他 防犯カメラ　監視カメラ等
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第４希望 写真機 写真機
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第４希望 写真機 映写機
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第４希望 写真機 その他 プロジェクター　スクリーン等
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 第５希望 文具・事務機器 事務機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 書籍・教材 視聴覚教育機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 リース 電算機
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 リース 事務機器・視聴覚機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 リース 電気・通信機器
100982 中央教育機器（株） 代表取締役 見留　哲男 県内 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 043-255-7111 043-255-7776 リース その他 防犯カメラ　監視カメラ等
105144 （株）中央設備 代表取締役 熊木　正美 県内 成田市東町７７６番地３ 0476-37-4777 0476-37-4789 第１希望 その他物品 その他 ポンプ
105144 （株）中央設備 代表取締役 熊木　正美 県内 成田市東町７７６番地３ 0476-37-4777 0476-37-4789 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第１希望 理化学機器 化学分析機器
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第１希望 理化学機器 電気計測器
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第２希望 電算機・電算用品 その他 電子地図
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第３希望 リース 電算機
104019 中外テクノス（株） 代表取締役 福馬　聡之 準県内 広島県広島市西区横川新町９番１２号 082-295-2222 082-292-1129 第４希望 産業用機器及び資材 その他 特殊検査機器
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 木材
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第１希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 看板
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 標識
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 黒板
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第２希望 看板・模型 模型・展示品
101646 中部興産（株） 代表取締役 渡邉　良次 県内 長生郡長柄町立鳥３８１番地４ 0475-35-3328 0475-35-4172 第３希望 その他物品 選挙備品
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181195 （株）長生ビル管理 代表取締役 斉藤　直一 県内 長生郡一宮町船頭給２３６６番地 0475-42-3459 0475-42-6564 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
181195 （株）長生ビル管理 代表取締役 斉藤　直一 県内 長生郡一宮町船頭給２３６６番地 0475-42-3459 0475-42-6564 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
131534 （株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 準県内 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 03-3639-3301 03-3639-3366 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
131534 （株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 準県内 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 03-3639-3301 03-3639-3366 第１希望 日用雑貨・金物 その他 コンクリート用夜間反射塗料、省エネガラスコート
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第１希望 看板・模型 看板
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第１希望 看板・模型 その他 マグネット
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第２希望 記念品・贈答品 記念品
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第２希望 記念品・贈答品 その他 ランドセルカバー、免許証ケース、カイロ
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第３希望 消防・保安用品 防災用品
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第３希望 消防・保安用品 その他 信号灯、反射材、腕章、タックルバンド
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第４希望 文具・事務機器 文房具
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第４希望 文具・事務機器 その他 クリアファイル
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第５希望 繊維・寝具 帽子
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170497 （有）ツイキ 代表取締役 築城　秀実 県内 白井市復９１番地の２ 047-491-1201 047-491-1202 第５希望 繊維・寝具 その他 Ｔシャツ、ポロシャツ、ブルゾン、布バッグ
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 消火器
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 避難器具
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 非常食
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 警察用品
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 防災用品
411520 つくし防災（株） 代表取締役 神野　雄一郎 県内 市原市五井東一丁目８番４ 0436-67-0041 0436-67-0042 第１希望 消防・保安用品 その他 防災備蓄用品
130390 （株）つくも 代表取締役 中嶋　敏夫 県内 大網白里市大網６５２番地３ 0475-72-2121 0475-70-1735 第１希望 印刷・製本 地図印刷
130390 （株）つくも 代表取締役 中嶋　敏夫 県内 大網白里市大網６５２番地３ 0475-72-2121 0475-70-1735 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第２希望 通信機・家電 電話交換機
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第２希望 通信機・家電 放送機器
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第２希望 通信機・家電 無線機器
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第３希望 リース 電算機
103940 都築電気（株） 代表取締役社長 江森　勲 準県内 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 03-6833-7777 03-6833-7802 第３希望 リース 電気・通信機器
401130 鶴見コンクリート（株） 代表取締役 伊藤　伸泰 県外 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目１０番４４号 045-503-8000 045-511-3020 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第１希望 室内装飾品 じゅうたん
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第１希望 室内装飾品 カーテン
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第１希望 室内装飾品 ブラインド
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第２希望 看板・模型 看板
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第２希望 看板・模型 模型・展示品
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第３希望 記念品・贈答品 記念品
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第４希望 家具・什器 特注家具
171276 （有）つるや伊藤 代表取締役 伊藤　吉之助 県内 船橋市本町四丁目３１番２５号 047-424-2277 047-425-2266 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
173436 （有）ティーアールケイ長生 取締役 小宮山　伸一郎 市内 長生郡長生村曽根３４４番地１ 0475-32-4738 0475-30-1515 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
173436 （有）ティーアールケイ長生 取締役 小宮山　伸一郎 市内 長生郡長生村曽根３４４番地１ 0475-32-4738 0475-30-1515 第２希望 通信機・家電 空調機器
408739 ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株） 代表取締役 田山　健二 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-7124 0120-33-7659 第１希望 書籍・教材 その他 電子書籍、オンデマンド出版物
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第１希望 その他物品 遊具
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第２希望 運動用品 運動用品
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第２希望 運動用品 体育器具
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第２希望 運動用品 運動衣
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第２希望 運動用品 レジャー用品
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第３希望 室内装飾品 カーテン
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第４希望 繊維・寝具 天幕
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402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第５希望 看板・模型 看板
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第５希望 看板・模型 黒板
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 書籍・教材 教材
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 日用雑貨・金物 工具
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 日用雑貨・金物 塗料
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 日用雑貨・金物 家庭用品
402786 （株）ＴＩＳ 代表取締役 富田　勇人 県内 市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号 047-376-3557 047-376-4250 日用雑貨・金物 荒物
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第２希望 リース 電算機
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
409871 ＴＩＳ（株） 代表取締役社長 桑野　徹 県外 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 03-5337-7070 03-5337-7555 第２希望 リース 電気・通信機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第２希望 理化学機器 気体分析機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第２希望 理化学機器 液体分析機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第２希望 理化学機器 化学分析機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第２希望 理化学機器 電気計測器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第３希望 通信機・家電 電話交換機
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第３希望 通信機・家電 放送機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第３希望 通信機・家電 無線機器
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第３希望 通信機・家電 照明器具
406679 （株）ティエスジー 代表取締役 野呂　尚弘 県外 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 03-3459-6451 03-3459-6450 第３希望 通信機・家電 空調機器
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第１希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第１希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第２希望 看板・模型 看板
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第３希望 その他物品 遊具
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第３希望 その他物品 その他 着ぐるみ
285720 （株）テイクフォー 代表取締役 吉川　武志 県外 神奈川県横浜市緑区中山町７５ 045-934-5464 045-934-5462 第４希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 消火器
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 避難器具
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 防災用品
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第１希望 消防・保安用品 その他 防犯機器システム等
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第２希望 リース 電気・通信機器
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第２希望 リース 仮設建物
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第３希望 その他物品 その他 防犯カメラ及び防犯機器システム
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174067 テイケイ（株） 代表取締役 影山　嘉昭 県外 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号 03-6233-2991 03-6233-2995 第５希望 通信機・家電 無線機器
180552 （株）ＴＫＣ 代表取締役社長 角　一幸 県外 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 028-648-2111 028-647-1215 第１希望 文具・事務機器 事務機器
180552 （株）ＴＫＣ 代表取締役社長 角　一幸 県外 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 028-648-2111 028-647-1215 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
271953 （株）帝国書院 代表取締役社長 鈴木　啓之 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 03-3262-0835 03-3262-0840 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
271953 （株）帝国書院 代表取締役社長 鈴木　啓之 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 03-3262-0835 03-3262-0840 第１希望 印刷・製本 地図印刷
271953 （株）帝国書院 代表取締役社長 鈴木　啓之 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 03-3262-0835 03-3262-0840 第２希望 書籍・教材 地図
271953 （株）帝国書院 代表取締役社長 鈴木　啓之 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 03-3262-0835 03-3262-0840 第２希望 書籍・教材 教材
173916 （株）帝国データバンク 代表取締役社長 後藤　信夫 準県内 東京都港区南青山二丁目５番２０号 03-5775-3000 03-5775-3172 第１希望 その他物品 その他 企業情報データ
173916 （株）帝国データバンク 代表取締役社長 後藤　信夫 準県内 東京都港区南青山二丁目５番２０号 03-5775-3000 03-5775-3172 第２希望 書籍・教材 書籍
173916 （株）帝国データバンク 代表取締役社長 後藤　信夫 準県内 東京都港区南青山二丁目５番２０号 03-5775-3000 03-5775-3172 第２希望 書籍・教材 その他 情報誌
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 電話交換機
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 放送機器
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 無線機器
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 家電製品
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 照明器具
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 空調機器
180754 （株）帝国ビルテックシステム 代表取締役 木村　広正 県内 千葉市中央区長洲一丁目２３番４号 043-201-5751 043-226-1880 第１希望 通信機・家電 その他 フィルター
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第１希望 車両 特種用途自動車
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第１希望 車両 その他 消防自動車　救助工作車　支援車　排水車
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 消火器
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 避難器具
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170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 警察用品
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第２希望 消防・保安用品 防災用品
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第３希望 繊維・寝具 帽子
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第３希望 繊維・寝具 寝具
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第４希望 靴・革製品 革靴
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第４希望 靴・革製品 手袋
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第４希望 靴・革製品 雨衣
170953 帝商（株） 代表取締役 峰　直人 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目１６番地５ 03-5209-5302 03-5209-5310 第４希望 靴・革製品 皮革製品
104218 テスコ（株） 代表取締役 小林　千尋 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 03-5244-5311 03-5244-5661 第１希望 薬品 工業薬品
104218 テスコ（株） 代表取締役 小林　千尋 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 03-5244-5311 03-5244-5661 第１希望 薬品 水道用薬品
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第１希望 文具・事務機器 文房具
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第１希望 文具・事務機器 用紙類
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第１希望 文具・事務機器 事務機器
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第１希望 文具・事務機器 印章
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 消火器
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 避難器具
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 非常食
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
185323 テルウェル東日本（株） 代表取締役社長 谷　誠 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 03-3350-7121 03-3341-3001 第２希望 消防・保安用品 防災用品
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第１希望 通信機・家電 無線機器
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第２希望 消防・保安用品 その他 消防救急無線　防災行政無線
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第３希望 リース 電気・通信機器
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第３希望 リース その他 無線機
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第４希望 車両 自動車用品
106258 （株）テレコム 代表取締役 堀越　寛生 準県内 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 045-942-2029 045-942-2144 第４希望 車両 その他 ドライブレコーダー　デジタルタコグラフ　衝突防止装置
274256 （株）天源 代表取締役 蔡　寧 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番１　ワールドビジネスガーデン（ＷＢＧ）マリブウエスト２３階 043-299-2161 043-299-2162 第１希望 不用品買受 資源物
174466 （株）データベース 代表取締役 大森　康弘 準県内 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 011-726-7661 011-726-7565 第１希望 薬品 工業薬品
403485 （株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 県外 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 082-279-5550 082-501-2276 第１希望 印刷・製本 その他 ジェネリック医薬品差額通知書、受診勧奨通知書
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第１希望 印刷・製本 活版印刷
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第１希望 印刷・製本 その他 スクリーン印刷　ＩＪ出力
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第２希望 文具・事務機器 文房具
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第２希望 文具・事務機器 用紙類
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第２希望 文具・事務機器 印章
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第３希望 記念品・贈答品 記念品
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第４希望 書籍・教材 書籍
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第４希望 書籍・教材 教材
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 繊維・寝具 帽子
412489 ＤＩＣカラーデザイン（株） 代表取締役 田中　俊一 県外 東京都中央区日本橋三丁目７番２０号 03-6733-5531 03-6733-5532 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 第２希望 リース 電算機
171377 （株）ディー・エス・ケイ 代表取締役社長 今井　信幸 県内 柏市若柴字入谷津１番１９５ 04-7132-6121 04-7133-7299 印刷・製本 フォーム印刷
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第１希望 文具・事務機器 文房具
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第１希望 文具・事務機器 用紙類
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第１希望 文具・事務機器 事務機器
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
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172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第３希望 家具・什器 特注家具
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 第４希望 その他物品 選挙備品
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 リース 電算機
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 リース 事務機器・視聴覚機器
172376 デュプロ（株） 代表取締役 塚崎　昌則 準県内 東京都千代田区神田紺屋町７番地 03-5952-6111 03-5952-0911 リース 電気・通信機器
104230 電気興業（株） 代表取締役社長 松澤　幹夫 県外 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 03-3216-1671 03-3216-1669 第１希望 通信機・家電 照明器具
104230 電気興業（株） 代表取締役社長 松澤　幹夫 県外 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 03-3216-1671 03-3216-1669 第１希望 通信機・家電 その他 通信用アンテナ
104230 電気興業（株） 代表取締役社長 松澤　幹夫 県外 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 03-3216-1671 03-3216-1669 第２希望 その他物品 その他 ＬＥＤ航空障害灯・燃料電池・監視カメラ・小形風車
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第３希望 リース 電算機
172919 （株）電算 代表取締役 轟　一太 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６ 026-224-6666 026-219-2622 第４希望 通信機・家電 無線機器
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 活版印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 地図印刷
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第１希望 印刷・製本 電子出版
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
106321 （株）電通東日本 代表取締役社長 寺尾　芳紀 準県内 東京都港区新橋４丁目２１番３号 03-5402-9555 03-5402-9641 第２希望 記念品・贈答品 記念品
103025 （株）トーコー産業 代表取締役 柏葉　淳 県内 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 043-233-1141 043-231-1646 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
103025 （株）トーコー産業 代表取締役 柏葉　淳 県内 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 043-233-1141 043-231-1646 第１希望 産業用機器及び資材 その他 ポンプ・送風機（ブロワー（空気圧縮機）・ファン）・モーター・撹拌機などの水処理関連製品

103025 （株）トーコー産業 代表取締役 柏葉　淳 県内 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 043-233-1141 043-231-1646 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
103025 （株）トーコー産業 代表取締役 柏葉　淳 県内 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 043-233-1141 043-231-1646 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
201205 トースイ（株） 代表取締役 柴田　達夫 県外 東京都千代田区平河町一丁目７番７号 03-5276-1101 03-5276-1117 第１希望 薬品 水道用薬品
403171 トーテックアメニティ（株） 代表取締役 坂井　幸治 県外 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 052-533-6900 052-533-6930 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
403171 トーテックアメニティ（株） 代表取締役 坂井　幸治 県外 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 052-533-6900 052-533-6930 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
403171 トーテックアメニティ（株） 代表取締役 坂井　幸治 県外 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 052-533-6900 052-533-6930 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
403171 トーテックアメニティ（株） 代表取締役 坂井　幸治 県外 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 052-533-6900 052-533-6930 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
403171 トーテックアメニティ（株） 代表取締役 坂井　幸治 県外 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 052-533-6900 052-533-6930 第１希望 電算機・電算用品 その他 ネットワーク関連機器
103981 東亜道路工業（株） 代表取締役 森下　協一 準県内 東京都港区六本木七丁目３番７号 03-3405-1813 03-3405-4210 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
103981 東亜道路工業（株） 代表取締役 森下　協一 準県内 東京都港区六本木七丁目３番７号 03-3405-1813 03-3405-4210 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
103981 東亜道路工業（株） 代表取締役 森下　協一 準県内 東京都港区六本木七丁目３番７号 03-3405-1813 03-3405-4210 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
104100 東海リース（株） 代表取締役 塚本　博亮 準県内 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 06-6352-0011 06-6351-3363 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
104100 東海リース（株） 代表取締役 塚本　博亮 準県内 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 06-6352-0011 06-6351-3363 第１希望 リース 仮設建物
104100 東海リース（株） 代表取締役 塚本　博亮 準県内 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 06-6352-0011 06-6351-3363 第１希望 リース その他 備品・空調機
104100 東海リース（株） 代表取締役 塚本　博亮 準県内 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 06-6352-0011 06-6351-3363 第２希望 文具・事務機器 事務機器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第１希望 リース 医療機器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第１希望 リース 寝具・オムツ
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第１希望 リース 植木・鉢物
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第１希望 リース その他 白衣、ベッド、マットレス、カーテン
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第２希望 繊維・寝具 帽子
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第２希望 繊維・寝具 白衣
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第２希望 繊維・寝具 寝具
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 特殊浴槽
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第４希望 家具・什器 特注家具
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第５希望 室内装飾品 カーテン
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 文具・事務機器 事務機器
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 靴・革製品 革靴
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 靴・革製品 病院用シューズ
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 通信機・家電 家電製品
172146 （株）東基 代表取締役 矢部　徹也 県外 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号 03-5372-7411 03-5372-7412 通信機・家電 その他 業務用洗濯機・乾燥機
408565 東京インタープレイ（株） 代表取締役 米田　英輝 県外 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 03-5825-4028 03-5825-4037 第１希望 リース その他 クラウドサービス
408565 東京インタープレイ（株） 代表取締役 米田　英輝 県外 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 03-5825-4028 03-5825-4037 第２希望 その他物品 その他 タブレット端末
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
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172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第１希望 家具・什器 特注家具
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第１希望 家具・什器 その他 特殊展示ケース
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第２希望 看板・模型 看板
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第２希望 看板・模型 模型・展示品
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第２希望 看板・模型 その他 各種モニュメント、サイン、パネル、グラフィック
172696 （有）東京インテリア・クラフト 代表取締役 関　敏明 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 03-3943-9484 03-3943-2979 第３希望 その他物品 その他 博物館等文化施設に係る物品全般
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ナースコール
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第２希望 通信機・家電 電話交換機
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第２希望 通信機・家電 無線機器
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第３希望 文具・事務機器 事務機器
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409728 （株）東京インテリジェンス 代表取締役 高宮　達夫 県外 東京都港区西麻布三丁目２３番１号 03-5414-7011 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
131047 （株）東京建設コンサルタント 代表取締役 大村　善雄 準県内 東京都豊島区北大塚一丁目１５番６号 03-5980-2633 03-5980-2603 第１希望 リース その他 水位計、雨量計、流速計、水質計、地下水流向流速計
407392 東京システム特機（株） 代表取締役 吉田　光男 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 03-3239-1039 03-3239-1062 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
407392 東京システム特機（株） 代表取締役 吉田　光男 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 03-3239-1039 03-3239-1062 第１希望 消防・保安用品 防災用品
407392 東京システム特機（株） 代表取締役 吉田　光男 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 03-3239-1039 03-3239-1062 第２希望 通信機・家電 無線機器
407392 東京システム特機（株） 代表取締役 吉田　光男 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 03-3239-1039 03-3239-1062 第３希望 燃料・電力 その他 防災行政無線用バッテリー
173769 （株）東京商工リサーチ 代表取締役社長 河原　光雄 準県内 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 03-6910-3111 03-5221-0700 第１希望 書籍・教材 書籍
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 活版印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 地図印刷
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第１希望 印刷・製本 電子出版
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第２希望 書籍・教材 書籍
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第２希望 書籍・教材 教材
173151 東京書籍（株） 代表取締役 千石　雅仁 県外 東京都北区堀船二丁目１７番１号 03-5390-7200 03-5390-6011 第２希望 書籍・教材 教育機器
172179 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5209-5920 03-5296-0253 第１希望 リース 電算機
172179 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5209-5920 03-5296-0253 第１希望 リース 医療機器
172179 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5209-5920 03-5296-0253 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172179 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5209-5920 03-5296-0253 第１希望 リース 電気・通信機器
172179 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5209-5920 03-5296-0253 第１希望 リース その他 あらゆる機器・設備
411295 東京テレメッセージ（株） 代表取締役 清野　英俊 県外 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 03-5733-0247 第１希望 消防・保安用品 その他 ２８０ＭＨｚ防災ラジオ
411295 東京テレメッセージ（株） 代表取締役 清野　英俊 県外 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 03-5733-0247 第２希望 通信機・家電 放送機器
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第１希望 文具・事務機器 文房具
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第１希望 文具・事務機器 用紙類
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第１希望 文具・事務機器 事務機器
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第３希望 通信機・家電 電話交換機
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第３希望 通信機・家電 家電製品
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第３希望 通信機・家電 照明器具
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第３希望 通信機・家電 空調機器
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第４希望 リース 電算機
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
406998 （株）東京ディエスジャパン　 代表取締役 北條　陽子 準県内 東京都台東区柳橋二丁目１６番２０号 03-3863-7911 03-3863-7920 第４希望 リース 電気・通信機器
172427 東京電力エナジーパートナー（株） 代表取締役 秋本　展秀 県外 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 03-6373-1111 03-3596-8521 第１希望 燃料・電力 都市ガス
172427 東京電力エナジーパートナー（株） 代表取締役 秋本　展秀 県外 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 03-6373-1111 03-3596-8521 第１希望 燃料・電力 電力
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 第１希望 運動用品 運動用品
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 第１希望 運動用品 体育器具
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 リース 電算機
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 リース 医療機器
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 リース 電気・通信機器
273715 （株）東京ネバーランド 代表取締役 木村　孝一 県外 東京都新宿区西新宿六丁目１６番１２号第１丸善ビル１１０１号 03-5909-3531 03-5909-3532 その他物品 その他 筋トレマシン
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第１希望 印刷・製本 電子出版
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170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第２希望 書籍・教材 書籍
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第３希望 記念品・贈答品 記念品
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第４希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第４希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第４希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 第５希望 消防・保安用品 防災用品
170389 （株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 03-5977-0300 03-5977-0311 文具・事務機器 文房具
170153 東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 026-224-5441 026-224-5449 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170153 東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 026-224-5441 026-224-5449 第２希望 書籍・教材 書籍
170153 東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 026-224-5441 026-224-5449 第３希望 その他物品 その他 加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行

403689 東京優芳園（株） 代表取締役 櫻井　栄蔵 県外 岐阜県中津川市中川町４番４３号 0573-66-6111 0573-65-6111 第１希望 記念品・贈答品 販促用品
403689 東京優芳園（株） 代表取締役 櫻井　栄蔵 県外 岐阜県中津川市中川町４番４３号 0573-66-6111 0573-65-6111 第２希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
403689 東京優芳園（株） 代表取締役 櫻井　栄蔵 県外 岐阜県中津川市中川町４番４３号 0573-66-6111 0573-65-6111 第２希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第１希望 運動用品 運動用品
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第１希望 運動用品 武道具
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第１希望 運動用品 体育器具
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第１希望 運動用品 運動衣
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第１希望 運動用品 レジャー用品
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第２希望 記念品・贈答品 記念品
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第３希望 農業用機器及び資材 農機具
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第４希望 その他物品 遊具
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 第５希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
171784 （株）東京レジャースポーツ 代表取締役 大家　仁 県内 船橋市金杉八丁目７番１０号 047-448-7311 047-448-7154 医療用機器・衛生材料 介護用機器
171114 東興産業（株） 代表取締役 勝又　正成 準県内 東京都千代田区岩本町１丁目１０番５号 03-3862-5921 03-3863-1194 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
171114 東興産業（株） 代表取締役 勝又　正成 準県内 東京都千代田区岩本町１丁目１０番５号 03-3862-5921 03-3863-1194 第１希望 農業用機器及び資材 その他 芝刈機
171114 東興産業（株） 代表取締役 勝又　正成 準県内 東京都千代田区岩本町１丁目１０番５号 03-3862-5921 03-3863-1194 第２希望 その他物品 その他 運動場整備用トラクター・木質系破砕処理機
273368 東光石油（株） 代表取締役 上條　優雄 県内 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 043-209-3811 043-209-3816 第１希望 リース 自動車・船舶
273368 東光石油（株） 代表取締役 上條　優雄 県内 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 043-209-3811 043-209-3816 第２希望 不用品買受 自動車
273368 東光石油（株） 代表取締役 上條　優雄 県内 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 043-209-3811 043-209-3816 第３希望 車両 乗用車
273368 東光石油（株） 代表取締役 上條　優雄 県内 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 043-209-3811 043-209-3816 第３希望 車両 軽自動車
273368 東光石油（株） 代表取締役 上條　優雄 県内 千葉市中央区塩田町４７２番地１ 043-209-3811 043-209-3816 第３希望 車両 その他 レンタカー
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第３希望 通信機・家電 無線機器
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第４希望 水道・ガス用資材 水道メーター
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 第５希望 薬品 水道用薬品
104420 東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 044-331-1359 044-548-9542 その他物品 その他 電気計装制御装置　他
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第１希望 通信機・家電 無線機器
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第１希望 通信機・家電 その他 ＩＴＶ設備、ＣＣＴＶ設備、監視カメラ、テレメータ設備
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
404794 東芝通信インフラシステムズ（株） 代表取締役社長　 棟方　公輝 県外 東京都府中市東芝町１番地 042-333-6837 042-340-8186 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第１希望 薬品 検査試薬
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第１希望 薬品 工業薬品
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第１希望 薬品 水道用薬品
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第３希望 理化学機器 化学分析機器
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 第４希望 消防・保安用品 防災用品
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 運動用品 体育器具
270025 東昭化学（株） 代表取締役 川上　康夫 県外 東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東ビル２階 03-3863-0831 03-3863-0837 水道・ガス用資材 ろ過材
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第１希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第１希望 産業用機器及び資材 産業用ロボット
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
405012 東テク（株） 代表取締役社長 長尾　克己 県外 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 03-6632-7000 03-6632-7755 第２希望 その他物品 その他 空調機器
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第１希望 印刷・製本 地図印刷
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第２希望 書籍・教材 書籍
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第２希望 書籍・教材 地図
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第２希望 書籍・教材 教材
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273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第３希望 看板・模型 看板
273285 （株）塔文社 代表取締役 木村　和夫 県外 東京都中野区新井一丁目３８番地８ 03-5380-5401 03-5380-5404 第４希望 消防・保安用品 その他 管内図・水利原図
101378 東邦建設（株） 代表取締役 宮村　亮祐 県内 成田市吉倉１５０番地の１８ 0476-22-7301 0476-22-7304 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 再生砕石　再生砂　再生土砂　再生セメント安定処理路盤材　アスファルト合材の販売等

174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第１希望 薬品 治療用医薬品
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第１希望 薬品 検査試薬
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第１希望 薬品 培地
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第１希望 薬品 医療用ガス
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第１希望 薬品 工業薬品
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第２希望 医療用機器・衛生材料
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第３希望 理化学機器 顕微鏡
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第４希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
174068 東邦薬品（株） 代表取締役 馬田　明 準県内 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 03-3419-7811 03-3414-6042 第５希望 リース 医療機器
282751 （株）東洋アクアテック 代表取締役 緒方　哲也 県外 神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号 042-758-5580 042-758-5544 第１希望 消防・保安用品 防災用品
282751 （株）東洋アクアテック 代表取締役 緒方　哲也 県外 神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号 042-758-5580 042-758-5544 第１希望 消防・保安用品 その他 災害対策用造水機、災害対策用給水袋
405644 東洋印刷（株） 代表取締役 土谷　潤一郎 準県内 京都府京都市中京区壬生桧町２０番地 075-311-2006 075-321-6260 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
405644 東洋印刷（株） 代表取締役 土谷　潤一郎 準県内 京都府京都市中京区壬生桧町２０番地 075-311-2006 075-321-6260 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
405644 東洋印刷（株） 代表取締役 土谷　潤一郎 準県内 京都府京都市中京区壬生桧町２０番地 075-311-2006 075-321-6260 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
405644 東洋印刷（株） 代表取締役 土谷　潤一郎 準県内 京都府京都市中京区壬生桧町２０番地 075-311-2006 075-321-6260 第１希望 印刷・製本 活版印刷
405644 東洋印刷（株） 代表取締役 土谷　潤一郎 準県内 京都府京都市中京区壬生桧町２０番地 075-311-2006 075-321-6260 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
171856 東洋計器（株） 代表取締役 土田　泰秀 準県内 長野県松本市和田３９６７番地１０ 0263-48-1121 0263-48-1130 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
171856 東洋計器（株） 代表取締役 土田　泰秀 準県内 長野県松本市和田３９６７番地１０ 0263-48-1121 0263-48-1130 第１希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
171856 東洋計器（株） 代表取締役 土田　泰秀 準県内 長野県松本市和田３９６７番地１０ 0263-48-1121 0263-48-1130 第１希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
171856 東洋計器（株） 代表取締役 土田　泰秀 準県内 長野県松本市和田３９６７番地１０ 0263-48-1121 0263-48-1130 第１希望 水道・ガス用資材 その他 水道メーター及びガスメーターに付随する部材
202268 東洋施設（株） 代表取締役 東　信重 県外 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 03-3527-3085 03-3527-3086 第１希望 その他物品 その他 ＫＳＢ浄化水溶液剤、水環境整備、水質浄化及び脱臭等の水質改善製品を会社、施設への技術提案営業

202268 東洋施設（株） 代表取締役 東　信重 県外 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 03-3527-3085 03-3527-3086 第２希望 厨房機器・浴槽設備 その他 ウォーターウォッチャー、スケール防止、除去効果等の交流電磁場処理装置を会社、施設への技術提案営業

131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第２希望 リース 電算機
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第２希望 リース 電気・通信機器
131147 （株）東洋設計事務所 代表取締役 青柳　司郎 準県内 東京都文京区本郷三丁目６番６号 03-3816-4051 03-3812-2836 第２希望 リース その他 水道台帳作成に係る機器
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第１希望 リース 寝具・オムツ
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第１希望 リース その他 ベッド、カーテン・ブラインド、白衣、什器、作業服、タオル
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 帽子
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 白衣
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 寝具
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第２希望 繊維・寝具 天幕
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 じゅうたん
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 カーテン
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 ブラインド
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 簡易間仕切り
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第４希望 室内装飾品 建具
172208 東洋リネンサプライ（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１６番５号 03-3640-6451 03-3640-1380 第５希望 靴・革製品 病院用シューズ
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第１希望 通信機・家電 放送機器
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第１希望 通信機・家電 家電製品
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第１希望 通信機・家電 その他 映像装置
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第２希望 書籍・教材 教育機器
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第２希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104144 （株）東和エンジニアリング 代表取締役 新倉　恵里子 県外 東京都千代田区東神田一丁目７番８号 03-5833-8300 03-5833-8301 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
400267 東和防災（株） 代表取締役 中澤　良夫 県内 千葉市中央区生実町９４４番地１ 043-300-7766 043-300-7767 第１希望 消防・保安用品 消火器
400267 東和防災（株） 代表取締役 中澤　良夫 県内 千葉市中央区生実町９４４番地１ 043-300-7766 043-300-7767 第１希望 消防・保安用品 避難器具
400267 東和防災（株） 代表取締役 中澤　良夫 県内 千葉市中央区生実町９４４番地１ 043-300-7766 043-300-7767 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
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400267 東和防災（株） 代表取締役 中澤　良夫 県内 千葉市中央区生実町９４４番地１ 043-300-7766 043-300-7767 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
400267 東和防災（株） 代表取締役 中澤　良夫 県内 千葉市中央区生実町９４４番地１ 043-300-7766 043-300-7767 第１希望 消防・保安用品 防災用品
403584 （株）トキワ薬品化工 代表取締役 伊丹　重貴 県外 神奈川県横浜市旭区上川井町３７６番地 045-921-3264 045-921-8680 第１希望 不用品買受 その他 レントゲンフィルム
105830 特産エンジニアリング（株） 代表取締役 北村　五郎 県内 船橋市大神保町１３５７番地４ 047-457-6422 047-457-6311 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
105830 特産エンジニアリング（株） 代表取締役 北村　五郎 県内 船橋市大神保町１３５７番地４ 047-457-6422 047-457-6311 第２希望 薬品 工業薬品
105830 特産エンジニアリング（株） 代表取締役 北村　五郎 県内 船橋市大神保町１３５７番地４ 047-457-6422 047-457-6311 第３希望 燃料・電力 潤滑油
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第１希望 その他物品 その他 遊具
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第２希望 看板・模型 看板
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第２希望 看板・模型 標識
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
101195 （株）都市造形 代表取締役　 神子　恵子 県内 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 043-292-6656 043-292-6657 第３希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 書籍
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 地図
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 教材
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第１希望 書籍・教材 その他 電子出版物、紙芝居等
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第２希望 文具・事務機器 その他 図書館用品（ＩＣタグ、各種ラベル、ブックコート等）、図書館用ＩＣ関連機器（盗難防止装置、自動貸出返却装置等）

170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第３希望 家具・什器 その他 図書館用什器・家具
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170359 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 03-3943-2221 03-3943-8441 第４希望 電算機・電算用品 その他 ＩＣタグ
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第１希望 印刷・製本 電子出版
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第２希望 書籍・教材 書籍
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第２希望 書籍・教材 地図
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第２希望 書籍・教材 教材
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第３希望 記念品・贈答品 記念品
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 看板
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 黒板
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第４希望 看板・模型 模型・展示品
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第５希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170182 凸版印刷（株） 代表取締役社長 麿　秀晴 準県内 東京都台東区台東一丁目５番１号 03-3835-5111 043-350-5613 第５希望 電算機・電算用品 その他 ＩＣカード
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第２希望 文具・事務機器 文房具
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第２希望 文具・事務機器 事務機器
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170132 トッパン・フォームズ（株） 代表取締役社長 坂田　甲一 準県内 東京都港区東新橋一丁目７番３号 03-6253-6000 03-6253-5787 第５希望 通信機・家電 照明器具
184814 （株）トップ 代表取締役 杉本　雅央 県外 静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地 054-349-1100 054-349-1195 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
184814 （株）トップ 代表取締役 杉本　雅央 県外 静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地 054-349-1100 054-349-1195 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 金属くず
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 機械
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 自動車
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 自転車
103024 （株）富澤商店 代表取締役 富澤　洋 県内 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 043-275-1222 043-275-8486 第１希望 不用品買受 資源物
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第１希望 電算機・電算用品 その他 建築設備管理システム
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第２希望 日用雑貨・金物 食器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
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411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 放送機器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 無線機器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 家電製品
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 照明器具
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 空調機器
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 第５希望 通信機・家電 その他 発電機
411876 （株）富嶋電工 代表取締役 和田本　聡 県外 茨城県石岡市柏原町９番７０号 0299-23-4171 0299-24-2171 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第１希望 水道・ガス用資材 その他 ポンプ機器
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
101224 冨田電機工業（株） 代表取締役 冨田　一郎 県内 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 043-231-3415 043-232-3261 第２希望 産業用機器及び資材 その他 電動機
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第１希望 リース 医療機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 治療用医薬品
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 検査試薬
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 培地
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 医療用ガス
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 工業薬品
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 工業用ガス
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第２希望 薬品 水道用薬品
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第４希望 水道・ガス用資材 バルブ
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第４希望 水道・ガス用資材 ろ過材
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第４希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第４希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第５希望 燃料・電力 燃料油
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 第５希望 燃料・電力 潤滑油
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 気体分析機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 液体分析機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 化学分析機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 顕微鏡
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 電気計測器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 測量機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 度量衡
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 理化学機器 実験用機器・什器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 消火器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 避難器具
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 防火服・保護具
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 災害救助機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 消防・保安用品 防災用品
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 産業用機器及び資材 金属加工用機械
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 産業用機器及び資材 木工用機械
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 産業用機器及び資材 産業用ロボット
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
173864 （株）巴商会 代表取締役 深尾　定男 準県内 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 03-3734-1111 03-3739-1070 産業用機器及び資材 電動工具
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第１希望 不用品買受 金属くず
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第１希望 不用品買受 機械
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第１希望 不用品買受 自動車
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第１希望 不用品買受 資源物
402332 （有）巴山商会 代表取締役 巴山　永壽 県内 千葉市緑区大椎町１２５１番地４７ 043-228-8518 043-228-8737 第２希望 その他物品 遊具
171167 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-242-0555 043-245-7140 第１希望 車両 特殊車
171167 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-242-0555 043-245-7140 第１希望 車両 特種用途自動車
171167 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-242-0555 043-245-7140 第１希望 車両 その他 フォークリフト
171167 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-242-0555 043-245-7140 第２希望 リース 自動車・船舶
171167 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸二丁目２番７号 043-242-0555 043-245-7140 第２希望 リース その他 フォークリフト
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172180 （株）トヨタレンタリース新千葉 代表取締役 出野　祥平 県内 千葉市中央区登戸２丁目２番７号 043-302-4111 043-302-4140 第１希望 リース 自動車・船舶
172155 （株）トヨタレンタリース千葉 代表取締役 浅野　文夫 県内 千葉市美浜区新港５７番地 043-247-0131 043-242-6396 第１希望 リース 自動車・船舶
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 放送機器
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 家電製品
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 照明器具
103101 豊田電気（株） 代表取締役 岡本　浩二 県内 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 043-251-9151 043-251-9153 第１希望 通信機・家電 空調機器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第１希望 運動用品 運動用品
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第１希望 運動用品 武道具
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第１希望 運動用品 体育器具
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第１希望 運動用品 運動衣
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第１希望 運動用品 レジャー用品
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第２希望 その他物品 遊具
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 消火器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 避難器具
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 非常食
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第３希望 消防・保安用品 防災用品
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第４希望 書籍・教材 教材
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第４希望 書籍・教材 教育機器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第４希望 書籍・教材 楽器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第４希望 書籍・教材 その他 保育用品及び教材全般
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 厨房機器・浴槽設備 その他 保育園向け給食用食器（強化磁器食器等）
404915 （株）トレジャーボックス 代表取締役 木本　忠将 県外 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 048-782-6660 048-782-6661 家具・什器 木製家具・什器
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第２希望 通信機・家電 放送機器
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第２希望 通信機・家電 無線機器
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第３希望 不用品買受 金属くず
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第３希望 不用品買受 機械
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第３希望 不用品買受 資源物
174378 （株）トレス環境システム 代表取締役 谷口　兼史 県内 市原市皆吉１５６５番地８ 0436-22-3108 0436-22-1254 第４希望 文具・事務機器 事務機器
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第１希望 書籍・教材 地図
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第３希望 リース 電算機
282686 （株）ドーン 代表取締役 宮崎　正伸 県外 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ 078-222-9700 078-222-9702 第３希望 リース その他 電算システム賃貸借
412574 銅鉄商事（株） 代表取締役 桑原　昭治 県外 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 048-222-4568 048-224-2522 第１希望 不用品買受 金属くず
412574 銅鉄商事（株） 代表取締役 桑原　昭治 県外 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 048-222-4568 048-224-2522 第１希望 不用品買受 機械
412574 銅鉄商事（株） 代表取締役 桑原　昭治 県外 埼玉県川口市朝日４丁目２１番３８号 048-222-4568 048-224-2522 第１希望 不用品買受 自動車
100078 （株）道標 代表取締役 前田　慎太郎 県内 木更津市茅野１２番地２ 0438-53-3333 0438-53-2884 第１希望 看板・模型 看板
100078 （株）道標 代表取締役 前田　慎太郎 県内 木更津市茅野１２番地２ 0438-53-3333 0438-53-2884 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
100078 （株）道標 代表取締役 前田　慎太郎 県内 木更津市茅野１２番地２ 0438-53-3333 0438-53-2884 第１希望 看板・模型 標識
100078 （株）道標 代表取締役 前田　慎太郎 県内 木更津市茅野１２番地２ 0438-53-3333 0438-53-2884 第２希望 その他物品 その他 交通安全用品・カラーコーン・視線誘導標・道路反射鏡・視線誘導標

100078 （株）道標 代表取締役 前田　慎太郎 県内 木更津市茅野１２番地２ 0438-53-3333 0438-53-2884 第３希望 日用雑貨・金物 工具
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 電話交換機
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 放送機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 無線機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 家電製品
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 照明器具
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 空調機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第１希望 通信機・家電 その他 電池等
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第３希望 厨房機器・浴槽設備 その他 洗剤等
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 消火器
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405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 避難器具
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 防火服・保護具
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 非常食
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 防災用品
405885 （有）土橋電気 代表取締役 土橋　秀行 県内 いすみ市岬町椎木１４１８番地 0470-87-2834 0470-87-7606 第４希望 消防・保安用品 その他 電池等
409134 （株）ドライバンク 代表取締役 富永　文明 県内 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 047-711-5813 047-711-5814 第１希望 消防・保安用品 防災用品
409134 （株）ドライバンク 代表取締役 富永　文明 県内 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 047-711-5813 047-711-5814 第１希望 消防・保安用品 その他 非常用　５年保存水
409134 （株）ドライバンク 代表取締役 富永　文明 県内 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 047-711-5813 047-711-5814 第２希望 その他物品 ダンボール
409134 （株）ドライバンク 代表取締役 富永　文明 県内 松戸市幸田４丁目１６番地の１ 047-711-5813 047-711-5814 第２希望 その他物品 その他 飲料水
202284 内外化学製品（株） 代表取締役 秋山　敏 県外 東京都品川区南大井五丁目１２番２号 03-3762-2441 03-3764-1767 第１希望 薬品 工業薬品
202284 内外化学製品（株） 代表取締役 秋山　敏 県外 東京都品川区南大井五丁目１２番２号 03-3762-2441 03-3764-1767 第１希望 薬品 その他 ボイラ水処理剤・冷却水系水処理剤・洗浄剤等
202284 内外化学製品（株） 代表取締役 秋山　敏 県外 東京都品川区南大井五丁目１２番２号 03-3762-2441 03-3764-1767 第２希望 産業用機器及び資材 その他 水処理機器・装置
131393 内外地図（株） 代表取締役 五本木　秀昭 県外 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 03-3291-0338 03-3291-7986 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131393 内外地図（株） 代表取締役 五本木　秀昭 県外 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 03-3291-0338 03-3291-7986 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131393 内外地図（株） 代表取締役 五本木　秀昭 県外 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 03-3291-0338 03-3291-7986 第２希望 書籍・教材 書籍
131393 内外地図（株） 代表取締役 五本木　秀昭 県外 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 03-3291-0338 03-3291-7986 第２希望 書籍・教材 地図
172501 （株）内藤ハウス 代表取締役　 内藤　篤 準県内 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９番地 0551-27-2131 0551-27-2212 第１希望 リース 仮設建物
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 書籍
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 教材
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 教育機器
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 楽器
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第３希望 その他物品 遊具
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第３希望 その他物品 その他 大型遊具
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第４希望 消防・保安用品 防災用品
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 文具・事務機器 文房具
404727 （株）ナカジマ 代表取締役 加藤　裕二 県内 千葉市中央区南町１丁目２番３号 043-305-2702 043-305-2703 文具・事務機器 事務機器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第２希望 日用雑貨・金物 食器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第３希望 書籍・教材 実習用機器
171059 （株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 準県内 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 06-6791-1111 06-6793-5151 第４希望 繊維・寝具 白衣
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第１希望 印刷・製本 電子出版
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第１希望 印刷・製本 その他 航空写真（焼き付け、引き伸ばし）、マイクロ写真、住居表示案内図など

131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第２希望 電算機・電算用品 その他 ＧＩＳ建築関連ソフトウェア、コンクリート構造物等ひび割れ調査測定管理ソフトウェアなど

131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第３希望 リース 電算機
131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第３希望 リース その他 ＧＩＳ建築関連ソフトウェア、コンクリート構造物等ひび割れ調査測定管理ソフトウェアなど

131205 （株）中庭測量コンサルタント 代表取締役社長 中庭　基雄 準県内 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 03-5753-3300 03-5753-3625 第４希望 その他物品 その他 車のトランクへ収納可能リアカー（折りたたみ可能）、救護用リアカー（折りたたみ可能、担架装備）

132239 （株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 県外 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 025-284-2100 025-284-3600 第１希望 印刷・製本 地図印刷
132239 （株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 県外 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 025-284-2100 025-284-3600 第２希望 リース 電算機
132239 （株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 県外 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 025-284-2100 025-284-3600 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
132239 （株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 県外 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 025-284-2100 025-284-3600 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
132239 （株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 県外 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 025-284-2100 025-284-3600 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 電子出版
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第１希望 印刷・製本 その他 手帳、図書館製本
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第３希望 文具・事務機器 文房具
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第３希望 文具・事務機器 用紙類
170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第３希望 文具・事務機器 事務機器
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170169 ナカバヤシ（株） 代表取締役 湯本　秀昭 県外 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 06-6943-5555 06-6943-5996 第３希望 文具・事務機器 その他 アルバム類
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第１希望 車両 特種用途自動車
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 消火器
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 避難器具
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 非常食
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 防災用品
172710 （株）ナカムラ消防化学 代表取締役 中村　康祐 県外 長崎県大村市平町１９３３番地 0957-52-1617 0957-52-1623 第２希望 消防・保安用品 その他 消防用被服一式
104156 中村展設（株） 代表取締役 中村　順一 県外 東京都墨田区両国二丁目９番８号 03-3634-6201 03-3634-6365 第１希望 看板・模型 看板
104156 中村展設（株） 代表取締役 中村　順一 県外 東京都墨田区両国二丁目９番８号 03-3634-6201 03-3634-6365 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
104156 中村展設（株） 代表取締役 中村　順一 県外 東京都墨田区両国二丁目９番８号 03-3634-6201 03-3634-6365 第１希望 看板・模型 模型・展示品
171883 長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 県外 埼玉県川口市仲町２番１９号 0480-58-2211 0480-58-2218 第１希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
171883 長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 県外 埼玉県川口市仲町２番１９号 0480-58-2211 0480-58-2218 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 鉄蓋
171883 長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 県外 埼玉県川口市仲町２番１９号 0480-58-2211 0480-58-2218 第２希望 水道・ガス用資材 その他 鉄蓋
171883 長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 県外 埼玉県川口市仲町２番１９号 0480-58-2211 0480-58-2218 第３希望 消防・保安用品 防災用品
171883 長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 県外 埼玉県川口市仲町２番１９号 0480-58-2211 0480-58-2218 第３希望 消防・保安用品 その他 災害用トイレ
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第１希望 不用品買受 金属くず
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第１希望 不用品買受 資源物
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第２希望 文具・事務機器 その他 保管箱
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第３希望 日用雑貨・金物 荒物
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第４希望 繊維・寝具 その他 軍手・軍足
403030 永田紙業（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-583-2141 048-583-2145 第５希望 消防・保安用品 その他 ヘルメット
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第１希望 車両 特種用途自動車
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第２希望 消防・保安用品 消火器
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
272872 長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 県外 石川県金沢市浅野本町口１４５番地 076-252-4336 076-252-4335 第２希望 消防・保安用品 防災用品
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第１希望 リース 仮設建物
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第２希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第３希望 消防・保安用品 消火器
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第３希望 消防・保安用品 防災用品
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第４希望 その他物品 ガラス・フィルム
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 第５希望 室内装飾品 建具
403003 （株）ナガワ 代表取締役社長 高橋　修 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 043-204-6881 043-204-6882 文具・事務機器 事務機器
404166 （株）ナナミ 代表取締役 原田　正美 県内 千葉市緑区誉田町一丁目２１７番地１ 043-300-4050 043-292-7616 第１希望 その他物品 食品関係
402090 （株）成田空港美整社 代表取締役社長 寺本　敏司 県内 成田市取香５２９番地６３ 0476-32-9100 0476-32-9103 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
402090 （株）成田空港美整社 代表取締役社長 寺本　敏司 県内 成田市取香５２９番地６３ 0476-32-9100 0476-32-9103 第１希望 日用雑貨・金物 その他 トイレットペーパー、ビニール袋、マット等
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第２希望 文具・事務機器 文房具
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第２希望 文具・事務機器 用紙類
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第２希望 文具・事務機器 事務機器
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第３希望 書籍・教材 書籍
409015 （株）ナレッジシェア 代表取締役 徳永　雅彦 県内 市川市国府台五丁目２２番２２号 050-3153-2827 第３希望 書籍・教材 教材
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第１希望 文具・事務機器 事務機器
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第１希望 文具・事務機器 その他 窓口受付システム
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第２希望 リース 電算機
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第２希望 リース 電気・通信機器
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第２希望 リース その他 窓口受付システム
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第３希望 通信機・家電 電話交換機
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
409666 （株）Ｎｏ．１ 代表取締役 辰已　崇之 準県内 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 03-5510-8911 03-5510-8912 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
411511 仁尾興産（株） 代表取締役 塩田　健一 県外 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 0875-82-5021 0875-82-5271 第１希望 薬品 工業薬品
411511 仁尾興産（株） 代表取締役 塩田　健一 県外 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 0875-82-5021 0875-82-5271 第１希望 薬品 水道用薬品
411511 仁尾興産（株） 代表取締役 塩田　健一 県外 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 0875-82-5021 0875-82-5271 第１希望 薬品 その他 融雪・凍結防止剤（塩化マグネシウム、塩化カルシウム）
104177 西川計測（株） 代表取締役 田中　勝彦 準県内 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 03-3299-1341 03-3299-1460 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
104177 西川計測（株） 代表取締役 田中　勝彦 準県内 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 03-3299-1341 03-3299-1460 第１希望 理化学機器 液体分析機器
104177 西川計測（株） 代表取締役 田中　勝彦 準県内 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 03-3299-1341 03-3299-1460 第１希望 理化学機器 化学分析機器
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104177 西川計測（株） 代表取締役 田中　勝彦 準県内 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 03-3299-1341 03-3299-1460 第１希望 理化学機器 電気計測器
103131 （有）西川塗装店 代表取締役 西川　昇 県内 千葉市稲毛区園生町４０６番地の６４ 043-284-0808 043-284-0080 第１希望 看板・模型 看板
103131 （有）西川塗装店 代表取締役 西川　昇 県内 千葉市稲毛区園生町４０６番地の６４ 043-284-0808 043-284-0080 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
103131 （有）西川塗装店 代表取締役 西川　昇 県内 千葉市稲毛区園生町４０６番地の６４ 043-284-0808 043-284-0080 第２希望 その他物品 ガラス・フィルム
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第１希望 文具・事務機器 文房具
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第１希望 文具・事務機器 印章
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第２希望 印刷・製本 活版印刷
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 消火器
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 避難器具
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 非常食
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 警察用品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第３希望 消防・保安用品 防災用品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第４希望 家具・什器 特注家具
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 第５希望 その他物品 ダンボール
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 書籍・教材 書籍
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 書籍・教材 教材
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 記念品・贈答品 販促用品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 記念品・贈答品 記念品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 看板
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 掲示板・標示板
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 標識
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 黒板
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 模型・展示品
170281 西ノ宮（株） 代表取締役 堀越　勝男 準県内 東京都千代田区内神田一丁目１４番５号 03-3219-6411 03-3219-6419 看板・模型 ナンバープレート
104904 （株）西原環境 代表取締役 ヤニック・ラット 準県内 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 03-3455-4441 03-3455-4465 第１希望 その他物品 その他 水処理機器
104904 （株）西原環境 代表取締役 ヤニック・ラット 準県内 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 03-3455-4441 03-3455-4465 第２希望 薬品 工業薬品
104904 （株）西原環境 代表取締役 ヤニック・ラット 準県内 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 03-3455-4441 03-3455-4465 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第１希望 その他物品 ごみ処理装置
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第１希望 その他物品 その他 浄化槽
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第２希望 薬品 検査試薬
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 水道メーター
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 バルブ
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 水道管
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第３希望 水道・ガス用資材 パイプ
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 第４希望 リース 仮設建物
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 木材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 セメント
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
401847 （株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 県外 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-3452-4441 03-3453-6695 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第１希望 運動用品 運動用品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第１希望 運動用品 武道具
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第１希望 運動用品 体育器具
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第１希望 運動用品 運動衣
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第１希望 運動用品 レジャー用品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 避難器具
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 非常食
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171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第２希望 消防・保安用品 防災用品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第３希望 記念品・贈答品 記念品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 革靴
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 病院用シューズ
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 手袋
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 雨衣
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第４希望 靴・革製品 皮革製品
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 帽子
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 白衣
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 寝具
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 第５希望 繊維・寝具 天幕
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171813 （有）ニシミヤスポーツ 代表取締役 西宮　幹人 県内 鴨川市前原２０８番地 04-7092-5678 04-7092-5679 その他物品 遊具
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第１希望 消防・保安用品 その他 ＩＴＶシステム・防犯カメラシステム
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 電話交換機
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 放送機器
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 無線機器
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 家電製品
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 照明器具
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 空調機器
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第２希望 通信機・家電 その他 ＩＴＶシステム・防犯カメラシステム
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
406967 （株）ニスナ 代表取締役 小暮　博志 県内 柏市しいの木台五丁目３２番地１４ 047-389-6686 047-389-6632 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第２希望 運動用品 運動用品
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第２希望 運動用品 その他 介護予防機器等
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第３希望 書籍・教材 書籍
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170747 （株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 県外 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 03-3291-2121 03-3291-6886 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 第１希望 リース 医療機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 治療用機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
407833 （株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 県外 東京都品川区西五反田１丁目３番８号五反田ＰＬＡＣＥ 03-3490-8641 03-3490-8646 医療用機器・衛生材料 介護用機器
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 避難器具
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 非常食
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 警察用品
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第１希望 消防・保安用品 防災用品
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第２希望 その他物品 その他 わな　くくり罠　檻　センサーカメラ　電気柵　処分箱　鳥獣駆除及び対策に必要な商品

100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
100379 （株）日栄 代表取締役 小原　栄一 県内 銚子市小浜町２８１７番地の３ 0479-26-3896 0479-26-3897 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第２希望 リース 電算機
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
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412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第２希望 リース 電気・通信機器
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第３希望 通信機・家電 無線機器
412421 （株）日情システムソリューションズ 代表取締役社長 池田　勝 県外 山形県酒田市京田二丁目６９番３ 0234-41-2173 0234-41-2133 第４希望 文具・事務機器 事務機器
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 消火器
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 避難器具
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 非常食
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 警察用品
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第１希望 消防・保安用品 防災用品
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第２希望 印刷・製本 電子出版
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第４希望 理化学機器 顕微鏡
410514 （株）ニチボウ 代表取締役 杉山　裕之 県外 東京都品川区東五反田一丁目９番５号 03-3444-6242 03-3444-3391 第５希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第４希望 リース 電算機
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170233 （株）ニチマイ 代表取締役 廣岡　潤 県外 東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号 03-6808-3170 03-5659-1150 第５希望 書籍・教材 その他 マイクロフィルム出版物
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第１希望 土木・建築用機器及び資材 木材
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第２希望 看板・模型 看板
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
104899 ニチレキ（株） 代表取締役 小幡　学 準県内 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 03-3265-1511 03-3265-1510 第３希望 その他物品 その他 アスファルト応用加工製品
271816 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 県外 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 092-504-2489 092-504-2900 第１希望 文具・事務機器 文房具
271816 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 県外 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 092-504-2489 092-504-2900 第１希望 文具・事務機器 用紙類
271816 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 県外 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 092-504-2489 092-504-2900 第２希望 リース その他 障害福祉パッケージソフトレンタル
271816 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 県外 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 092-504-2489 092-504-2900 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
271816 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 県外 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 092-504-2489 092-504-2900 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 金物
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 食器
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 工具
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 塗料
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第１希望 日用雑貨・金物 その他 トイレットペーパー
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第２希望 その他物品 選挙備品
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第２希望 その他物品 遊具
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第２希望 その他物品 その他 トイレットペーパー　ポリ袋　トイレクリーナー
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第３希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第４希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第４希望 消防・保安用品 非常食
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第４希望 消防・保安用品 防災用品
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 第５希望 文具・事務機器 用紙類
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 運動用品 運動用品
171075 日幸商会（株） 代表取締役 森田　誠 県内 船橋市豊富町１４７７番地１ 047-457-6278 047-457-6115 運動用品 レジャー用品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第１希望 家具・什器 特注家具
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第１希望 家具・什器 その他 図書館用什器・図書館用備品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 じゅうたん
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 カーテン
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 ブラインド
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 建具
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第２希望 室内装飾品 畳
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第３希望 看板・模型 黒板
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第３希望 看板・模型 模型・展示品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第４希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第４希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第５希望 運動用品 運動用品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第５希望 運動用品 体育器具
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第５希望 運動用品 運動衣
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第５希望 運動用品 レジャー用品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 第５希望 運動用品 その他 保育用品・用具
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 文具・事務機器 文房具
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 文具・事務機器 事務機器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 文具・事務機器 印章
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 繊維・寝具 作業服・事務服
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 繊維・寝具 帽子
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 繊維・寝具 天幕
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 記念品・贈答品 販促用品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 記念品・贈答品 記念品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 記念品・贈答品 その他 複製画・銅像
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 理化学機器 実験用機器・什器
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 消防・保安用品 非常食
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 消防・保安用品 防災用品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 通信機・家電 家電製品
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 その他物品 ガラス・フィルム
171227 （有）日興商事 代表取締役 栃山　勇 県内 木更津市文京四丁目１番２１号 0438-22-5328 0438-23-5450 その他物品 遊具
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第２希望 通信機・家電 電話交換機
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第２希望 通信機・家電 放送機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第２希望 通信機・家電 無線機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第２希望 通信機・家電 家電製品
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第３希望 リース 電算機
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第３希望 リース 電気・通信機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第４希望 文具・事務機器 用紙類
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第４希望 文具・事務機器 事務機器
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
104158 日興通信（株） 代表取締役 鈴木　範夫 準県内 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 03-5451-1717 03-5451-1712 第５希望 消防・保安用品 その他 防犯カメラ・監視カメラ
172206 （株）日産フィナンシャルサービス 代表取締役 内村　直友 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-388-4146 043-272-2323 第１希望 リース 自動車・船舶
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 乗用車
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 貨物自動車
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 軽自動車
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 特殊車
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 特種用途自動車
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 自動車修理
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 タイヤ
171156 日産プリンス千葉販売（株） 代表取締役 横田　好之 県内 千葉市中央区都町３丁目２番２号 043-243-4903 043-247-0751 第１希望 車両 自動車用品
106308 日産緑化（株） 代表取締役 小林　知久 準県内 東京都千代田区内神田三丁目１６番９号 03-3256-4031 03-3254-5773 第１希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
106308 日産緑化（株） 代表取締役 小林　知久 準県内 東京都千代田区内神田三丁目１６番９号 03-3256-4031 03-3254-5773 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
106308 日産緑化（株） 代表取締役 小林　知久 準県内 東京都千代田区内神田三丁目１６番９号 03-3256-4031 03-3254-5773 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
106308 日産緑化（株） 代表取締役 小林　知久 準県内 東京都千代田区内神田三丁目１６番９号 03-3256-4031 03-3254-5773 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
270747 日新コンクリート工業（有） 代表取締役 伊藤　光一 県内 山武市蓮沼ロの２１２０番地 0475-86-2611 0475-86-2612 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
105690 日神電子（株） 代表取締役 杉岡　久紀 県外 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 03-3816-4565 03-3812-3079 第１希望 通信機・家電 無線機器
105690 日神電子（株） 代表取締役 杉岡　久紀 県外 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 03-3816-4565 03-3812-3079 第１希望 通信機・家電 その他 監視カメラ
131548 （株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 準県内 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 03-5323-6200 03-5323-6480 第１希望 リース 電算機
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第１希望 薬品 工業薬品
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第１希望 薬品 水道用薬品
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第１希望 薬品 その他 活性炭
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第２希望 水道・ガス用資材 その他 ろ過砂、ろ過砂利、アンスラサイト、活性炭、各種ろ過材
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第３希望 その他物品 その他 各種ろ過材、活性炭
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第４希望 不用品買受 資源物
104196 日水産業（株） 代表取締役 黒田　和久 県外 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 045-834-3733 045-834-3730 第５希望 リース その他 ろ過材搬出機械
172795 日成ビルド工業（株） 代表取締役 上田　秀樹 準県内 石川県金沢市金石北三丁目１６番１０号 076-268-1111 076-268-0208 第１希望 リース 仮設建物
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
172795 日成ビルド工業（株） 代表取締役 上田　秀樹 準県内 石川県金沢市金石北三丁目１６番１０号 076-268-1111 076-268-0208 第１希望 リース その他 ユニットハウス等賃貸借
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 消火器
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 非常食
170928 （有）新田防災 代表取締役 新田　隆吉 県内 千葉市中央区川戸町５２９番地３ 043-264-5299 043-264-5291 第１希望 消防・保安用品 防災用品
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 避難器具
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 非常食
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 防災用品
104262 ニッタン（株） 代表取締役社長 板倉　秀樹 準県内 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 03-5333-8602 03-5333-8636 第１希望 消防・保安用品 その他 自動火災報知設備機器、消防用設備機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース 電算機
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース 医療機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース 電気・通信機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース 自動車・船舶
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 第１希望 リース その他 フォークリフト、建設機械
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 文具・事務機器 文房具
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 文具・事務機器 用紙類
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 文具・事務機器 事務機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 文具・事務機器 印章
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 消防・保安用品 避難器具
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 消防・保安用品 非常食
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 消防・保安用品 防犯用品
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 消防・保安用品 防災用品
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 車両 自動車修理
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 家具・什器 木製家具・什器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 家具・什器 スチール製家具・什器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 燃料・電力 自動車燃料
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 燃料・電力 燃料油
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 燃料・電力 潤滑油
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 燃料・電力 プロパンガス
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 不用品買受 機械
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 不用品買受 自動車
171753 日通商事（株） 代表取締役社長 新居　康昭 準県内 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 03-6734-8785 03-5733-0863 その他物品 ダンボール
103450 日鉄環境（株） 代表取締役 松村　武彦 準県内 東京都中央区京橋一丁目１８番１号 03-6862-8700 03-6862-8711 第１希望 薬品 工業薬品
103450 日鉄環境（株） 代表取締役 松村　武彦 準県内 東京都中央区京橋一丁目１８番１号 03-6862-8700 03-6862-8711 第１希望 薬品 水道用薬品
103450 日鉄環境（株） 代表取締役 松村　武彦 準県内 東京都中央区京橋一丁目１８番１号 03-6862-8700 03-6862-8711 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
103450 日鉄環境（株） 代表取締役 松村　武彦 準県内 東京都中央区京橋一丁目１８番１号 03-6862-8700 03-6862-8711 第３希望 その他物品 その他 活性炭
103450 日鉄環境（株） 代表取締役 松村　武彦 準県内 東京都中央区京橋一丁目１８番１号 03-6862-8700 03-6862-8711 水道・ガス用資材 ろ過材
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第１希望 燃料・電力 燃料油
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第１希望 燃料・電力 圧縮天然ガス
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第１希望 燃料・電力 プロパンガス
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第１希望 燃料・電力 木炭・石炭
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第１希望 燃料・電力 その他 モーターガス
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第２希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第３希望 通信機・家電 家電製品
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第３希望 通信機・家電 照明器具
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第３希望 通信機・家電 空調機器
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第４希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第５希望 消防・保安用品 消火器
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第５希望 消防・保安用品 避難器具
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第５希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第５希望 消防・保安用品 防火服・保護具
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 第５希望 消防・保安用品 防災用品
407672 日東エネルギー（株） 代表取締役 赤津　正弥 準県内 東京都足立区六木一丁目１９番１３号 03-3606-4411 03-3606-4311 日用雑貨・金物 家庭用品
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第１希望 薬品 工業薬品
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第１希望 薬品 水道用薬品
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第２希望 通信機・家電 空調機器
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第３希望 水道・ガス用資材 バルブ
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第３希望 水道・ガス用資材 水道管
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第４希望 理化学機器 実験用機器・什器
104425 日東化工機（株） 代表取締役 牛込　公彦 県外 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 03-3633-7802 03-3632-5960 第５希望 その他物品 その他 脱臭用活性炭
104186 日東工営（株） 代表取締役 高山　哲夫 準県内 東京都新宿区西新宿７丁目７番３０号 03-3366-3361 03-3366-1475 第１希望 リース 仮設建物
104163 日都産業（株） 代表取締役 山中　慎吾 県外 東京都杉並区宮前五丁目１９番１号 03-3334-2216 03-3334-6211 第１希望 その他物品 遊具
104163 日都産業（株） 代表取締役 山中　慎吾 県外 東京都杉並区宮前五丁目１９番１号 03-3334-2216 03-3334-6211 第２希望 運動用品 体育器具
402476 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 03-3230-6753 03-3230-6767 第１希望 リース その他 トイレ衛生器具　サニタイザー便器洗浄器　エアーフレッシュナー消臭芳香器　シートクリーナー他

402476 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 03-3230-6753 03-3230-6767 第２希望 その他物品 その他 トイレ用部品　器具納品
402476 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 03-3230-6753 03-3230-6767 薬品 工業薬品
402476 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 03-3230-6753 03-3230-6767 薬品 水道用薬品
402476 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 03-3230-6753 03-3230-6767 薬品 その他 消臭剤
174480 日本キャタピラー（同） 職務執行者 本田　博人 準県内 東京都中野区本町一丁目３２番２号 03-5334-5666 03-5334-5660 第１希望 車両 特殊車
104547 日本ギア工業（株） 代表取締役社長 寺田　治夫 準県内 神奈川県藤沢市桐原町７番地 0466-45-2100 0466-45-3370 第１希望 産業用機器及び資材 その他 駆動装置　攪拌機　歯車
173008 日本船舶薬品（株） 代表取締役 前　照夫 県外 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 045-622-1313 045-623-4530 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
173008 日本船舶薬品（株） 代表取締役 前　照夫 県外 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 045-622-1313 045-623-4530 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
173008 日本船舶薬品（株） 代表取締役 前　照夫 県外 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 045-622-1313 045-623-4530 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
173008 日本船舶薬品（株） 代表取締役 前　照夫 県外 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 045-622-1313 045-623-4530 第２希望 薬品 医療用ガス
173008 日本船舶薬品（株） 代表取締役 前　照夫 県外 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 045-622-1313 045-623-4530 第３希望 消防・保安用品 防災用品
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第２希望 通信機・家電 電話交換機
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第２希望 通信機・家電 放送機器
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第２希望 通信機・家電 無線機器
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第２希望 通信機・家電 照明器具
104282 日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 新野　隆 準県内 東京都港区芝五丁目７番１号 03-3454-1111 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第１希望 車両 特種用途自動車
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第１希望 車両 その他 艤装
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 消火器
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 避難器具
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 非常食
106440 日本ドライケミカル（株） 代表取締役 遠山　榮一 県外 東京都港区台場二丁目３番１号 03-3599-9500 03-5530-3581 第２希望 消防・保安用品 その他 住宅用火災報知器
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 消火器
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 非常食
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170955 日本ドライメンテナンス（株） 代表取締役 佐藤　金司 県内 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 043-246-6737 043-246-6097 第１希望 消防・保安用品 防災用品
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 消火器
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 避難器具
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 非常食
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第１希望 消防・保安用品 防災用品
411003 日本ビルコ（株） 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 011-707-4000 011-707-4001 第２希望 通信機・家電 照明器具
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 電話交換機
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 放送機器
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104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 無線機器
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 照明器具
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第２希望 通信機・家電 その他 不法投棄監視カメラシステム
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第３希望 その他物品 その他 鳥獣駆逐装置
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第４希望 理化学機器 その他 電波測定器
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第５希望 リース 電算機
104322 日本フィールド・エンジニアリング（株） 代表取締役 金井　義和 準県内 東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 03-5487-2531 03-6371-2205 第５希望 リース 電気・通信機器
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第１希望 リース 自動車・船舶
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 乗用車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 貨物自動車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 軽自動車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 バス
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 特殊車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第２希望 車両 特種用途自動車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第３希望 その他物品 その他 自動車
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第４希望 農業用機器及び資材 農機具
405233 ニッポンレンタカー東関東（株） 代表取締役 鈴木　智之 県内 柏市南柏１丁目１３番１１号 04-7146-4111 04-7146-4646 第５希望 産業用機器及び資材 その他 農機具
231298 （株）日本エム・アイ・エー 代表取締役 成田　篤 県外 愛知県名古屋市中区錦一丁目６番１８号Ｊ・伊藤ビル４階 052-253-8896 052-253-8897 第１希望 電算機・電算用品 その他 固定資産に係るシステム及びソフトウエア販売
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第２希望 書籍・教材 書籍
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第２希望 書籍・教材 教材
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第２希望 書籍・教材 実習用機器
272547 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 県外 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 03-3269-4727 03-3267-2658 第２希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第１希望 薬品 検査試薬
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第１希望 薬品 工業薬品
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第１希望 薬品 水道用薬品
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第２希望 理化学機器 液体分析機器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第２希望 理化学機器 化学分析機器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第２希望 理化学機器 電気計測器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第２希望 理化学機器 測量機器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第３希望 水道・ガス用資材 バルブ
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第４希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
183595 （株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 県外 兵庫県西宮市池田町９番７号 0798-32-8360 0798-32-8361 第５希望 燃料・電力 潤滑油
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 消火器
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 非常食
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第１希望 消防・保安用品 防災用品
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 看板
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 標識
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 黒板
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第３希望 靴・革製品 手袋
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第３希望 靴・革製品 雨衣
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第３希望 靴・革製品 皮革製品
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第４希望 船舶・航空機 ボート
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 帽子
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 白衣
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 寝具
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 第５希望 繊維・寝具 天幕
170974 日本乾溜工業（株） 代表取締役 伊東　幸夫 準県内 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 0438-36-9700 0438-37-2225 理化学機器 測量機器
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第１希望 燃料・電力 自動車燃料
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第１希望 燃料・電力 圧縮天然ガス
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第１希望 燃料・電力 プロパンガス
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第１希望 燃料・電力 都市ガス
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第１希望 燃料・電力 電力
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
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171742 日本瓦斯（株） 代表取締役社長 和田　眞治 準県内 東京都渋谷区代々木四丁目３１番８号 03-5308-2112 03-5350-6210 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171415 日本企画（株） 代表取締役 利　哲雄 県内 船橋市本町六丁目２１番１６号 047-426-0026 047-426-6071 第２希望 文具・事務機器 事務機器
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第１希望 厨房機器・浴槽設備 その他 消毒保管庫、温冷配膳車、真空包装機他
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 金物
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 食器
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第２希望 日用雑貨・金物 その他 チャック付ポリ袋
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 看板
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 標識
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第３希望 看板・模型 その他 サイン
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第４希望 室内装飾品 その他 室内装飾用シート
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第５希望 その他物品 ガラス・フィルム
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第５希望 その他物品 ごみ処理装置
171045 日本給食設備（株） 代表取締役 鈴木　雅治 準県内 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 03-3482-2211 03-3482-2389 第５希望 その他物品 その他 飛散防止フィルム
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第１希望 リース 電算機
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第１希望 リース 医療機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第１希望 リース 電気・通信機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第２希望 文具・事務機器 事務機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第３希望 不用品買受 機械
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 電話交換機
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 放送機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 無線機器
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 家電製品
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 照明器具
172181 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 県外 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 03-3287-2189 第５希望 通信機・家電 空調機器
102037 日本技建（株） 代表取締役 大岩　勝則 県内 船橋市市場五丁目９番２２号 047-424-8111 047-422-6918 第１希望 薬品 工業薬品
102037 日本技建（株） 代表取締役 大岩　勝則 県内 船橋市市場五丁目９番２２号 047-424-8111 047-422-6918 第１希望 薬品 水道用薬品
102037 日本技建（株） 代表取締役 大岩　勝則 県内 船橋市市場五丁目９番２２号 047-424-8111 047-422-6918 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第１希望 医療用機器・衛生材料
410416 日本光電工業（株） 代表取締役 荻野　博一 準県内 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 03-5996-8000 03-5996-8091 第２希望 薬品 検査試薬
274085 日本システムケア（株） 代表取締役 家近　茂 県外 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 03-6228-1010 03-5783-5588 第１希望 不用品買受 機械
274085 日本システムケア（株） 代表取締役 家近　茂 県外 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 03-6228-1010 03-5783-5588 第１希望 不用品買受 その他 ＯＡ機器全般　パソコン、モニター、プリンター等
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第１希望 印刷・製本 電子出版
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第３希望 リース 電算機
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
131413 （株）日本水道設計社 代表取締役 小林　信五 準県内 東京都千代田区三番町１番地 03-3263-8431 03-3263-8434 第３希望 リース 電気・通信機器
171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第１希望 その他物品 選挙備品
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171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第４希望 文具・事務機器 事務機器
171341 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 県外 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 03-3294-5251 03-3295-8266 第５希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171047 日本調理機（株） 代表取締役 齋藤　有史 準県内 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 03-3738-8259 03-3734-3150 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 活版印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 地図印刷
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第１希望 印刷・製本 電子出版
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第２希望 文具・事務機器 文房具
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第２希望 文具・事務機器 事務機器
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第４希望 書籍・教材 教材
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第５希望 家具・什器 木製家具・什器
170203 日本通信紙（株） 代表取締役 國生　敏矢 準県内 東京都台東区下谷一丁目７番５号 03-5826-5150 03-5826-7651 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 電話交換機
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 放送機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 無線機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 家電製品
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 照明器具
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第２希望 通信機・家電 空調機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 気体分析機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 液体分析機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 化学分析機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 顕微鏡
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 電気計測器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第４希望 文具・事務機器 事務機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 リース 電算機
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 リース 事務機器・視聴覚機器
171520 日本テクニカル・サービス（株） 代表取締役 松本　雅徳 準県内 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 03-3413-8500 03-3419-3425 リース 電気・通信機器
404354 日本データカード（株） 代表取締役 廣澤　公朗 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-3494-6131 03-3494-6143 第１希望 文具・事務機器 事務機器
404354 日本データカード（株） 代表取締役 廣澤　公朗 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-3494-6131 03-3494-6143 第２希望 その他物品 その他 診察券カード
404354 日本データカード（株） 代表取締役 廣澤　公朗 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-3494-6131 03-3494-6143 第３希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第１希望 看板・模型 看板
104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第１希望 看板・模型 標識
104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第１希望 看板・模型 その他 カーブミラー、ガードレール、ガードパイプ、交通安全保安用品、フェンス、防護柵、ハンドレール、エスコートライト

104279 （株）日本パーカーライジング広島工場 代表取締役 中山　文宣 準県内 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 082-247-4227 082-247-4104 第２希望 その他物品 ガラス・フィルム
403017 （株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 代表取締役 池　惠二 県外 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 078-332-0871 078-332-0283 第１希望 文具・事務機器 事務機器
410286 日本ビズアップ（株） 代表取締役 吉岡　和守 県外 東京都港区東新橋一丁目５番２号 03-6215-9217 03-6215-9218 第１希望 その他物品 その他 ビズアップ公営企業会計システム
410286 日本ビズアップ（株） 代表取締役 吉岡　和守 県外 東京都港区東新橋一丁目５番２号 03-6215-9217 03-6215-9218 第２希望 文具・事務機器 事務機器
410286 日本ビズアップ（株） 代表取締役 吉岡　和守 県外 東京都港区東新橋一丁目５番２号 03-6215-9217 03-6215-9218 第３希望 リース 電算機
173577 日本ファイリング（株） 代表取締役社長 田嶋　譲太郎 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目２番地　新御茶ノ水アーバンビル 03-5294-3011 03-5294-3012 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
173577 日本ファイリング（株） 代表取締役社長 田嶋　譲太郎 県外 東京都千代田区神田駿河台三丁目２番地　新御茶ノ水アーバンビル 03-5294-3011 03-5294-3012 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第１希望 文具・事務機器 文房具
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第２希望 家具・什器 その他 図書館ＩＣ管理システム・書籍洗浄機
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第３希望 看板・模型 看板
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第３希望 看板・模型 模型・展示品
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第３希望 看板・模型 その他 図書館用サイン
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第４希望 印刷・製本 特殊印刷
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第４希望 印刷・製本 その他 貸出券
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第５希望 書籍・教材 書籍
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第５希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 第５希望 書籍・教材 その他 紙芝居
170275 （株）日本ブッカー 代表取締役 倉田　聡 県外 東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号 042-483-2253 042-483-2708 靴・革製品 皮革製品
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第１希望 消防・保安用品 警察用品
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第１希望 消防・保安用品 防災用品
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第１希望 消防・保安用品 その他 水難救助機材
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第２希望 看板・模型 看板
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第３希望 船舶・航空機 船舶用品
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第４希望 運動用品 運動用品
403642 （特非）日本プロライフガード協会 理事長 井上　幹生 県内 長生郡白子町幸治３１４５番１号 0475-33-1011 0475-33-1331 第４希望 運動用品 レジャー用品
410144 （株）日本保安 代表取締役社長 青柳　秀夫 県内 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 043-226-1722 043-226-1728 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
410144 （株）日本保安 代表取締役社長 青柳　秀夫 県内 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 043-226-1722 043-226-1728 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
410144 （株）日本保安 代表取締役社長 青柳　秀夫 県内 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 043-226-1722 043-226-1728 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
410144 （株）日本保安 代表取締役社長 青柳　秀夫 県内 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 043-226-1722 043-226-1728 第２希望 消防・保安用品 その他 防犯カメラ
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 消火器
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 避難器具
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 非常食
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第１希望 消防・保安用品 防災用品
174602 （株）日本防災技術センター 代表取締役 指川　司 県外 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 011-736-1100 011-736-1101 第２希望 通信機・家電 照明器具
104291 日本無線（株） 代表取締役社長 荒　健次 県外 東京都中野区中野四丁目１０番１号 0422-40-1222 0422-40-1228 第１希望 通信機・家電 放送機器
104291 日本無線（株） 代表取締役社長 荒　健次 県外 東京都中野区中野四丁目１０番１号 0422-40-1222 0422-40-1228 第１希望 通信機・家電 無線機器
104291 日本無線（株） 代表取締役社長 荒　健次 県外 東京都中野区中野四丁目１０番１号 0422-40-1222 0422-40-1228 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第１希望 薬品 医療用ガス
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第１希望 薬品 工業用ガス
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第１希望 薬品 水道用薬品
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第３希望 理化学機器 その他 圧力調整器・工業用ガス関連機器・理化学向けガス関連機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第４希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第５希望 家具・什器 木製家具・什器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 第５希望 家具・什器 特注家具
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 消防・保安用品 消火器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 消防・保安用品 その他 パッケージ型自動消化設備
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 金物
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 食器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 工具
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 家庭用品
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 日用雑貨・金物 荒物
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 じゅうたん
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 カーテン
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 ブラインド
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 緞帳・暗幕
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 簡易間仕切り
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 室内装飾品 建具
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 看板・模型 掲示板・標示板
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 看板・模型 標識
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令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 通信機・家電 家電製品
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 通信機・家電 照明器具
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 通信機・家電 空調機器
170609 日本メガケア（株） 代表取締役 江頭　淳一 準県内 東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 03-5914-3012 03-5914-3013 リース 医療機器
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第１希望 その他物品 ダンボール
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第３希望 文具・事務機器 文房具
180946 日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号 03-3258-8671 03-3258-8670 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
406942 （有）ニューマテリアル 代表取締役 加藤　祥司 県外 埼玉県さいたま市南区文蔵４丁目２３番３号５０４ 048-839-9603 048-839-9605 第１希望 日用雑貨・金物 金物
406942 （有）ニューマテリアル 代表取締役 加藤　祥司 県外 埼玉県さいたま市南区文蔵４丁目２３番３号５０４ 048-839-9603 048-839-9605 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
406942 （有）ニューマテリアル 代表取締役 加藤　祥司 県外 埼玉県さいたま市南区文蔵４丁目２３番３号５０４ 048-839-9603 048-839-9605 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
406942 （有）ニューマテリアル 代表取締役 加藤　祥司 県外 埼玉県さいたま市南区文蔵４丁目２３番３号５０４ 048-839-9603 048-839-9605 第２希望 看板・模型 看板
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第１希望 車両 特殊車
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第１希望 車両 特種用途自動車
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第２希望 消防・保安用品 消火器
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
270774 （株）ネイチャー 代表取締役 山本　努 県外 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 028-659-0555 028-659-7070 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
185787 （株）ネオテック 代表取締役 片岡　幸哉 県内 船橋市芝山二丁目１４番２８号 047-496-5570 047-496-5576 第１希望 通信機・家電 空調機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 ろ過材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第１希望 水道・ガス用資材 パイプ
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 木材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第２希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 消火器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 避難器具
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 防火服・保護具
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 災害救助機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 非常食
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第３希望 消防・保安用品 防災用品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 看板
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 標識
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 黒板
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第４希望 看板・模型 模型・展示品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 第５希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 繊維・寝具 作業服・事務服
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 繊維・寝具 帽子
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 繊維・寝具 天幕
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 薬品 検査試薬
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 薬品 水道用薬品
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 理化学機器 気象・公害測定機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 日用雑貨・金物 金物
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 日用雑貨・金物 工具
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 日用雑貨・金物 塗料
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 靴・革製品 作業靴・安全靴
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 靴・革製品 手袋
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 靴・革製品 雨衣
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 通信機・家電 家電製品
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273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 通信機・家電 照明器具
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 通信機・家電 空調機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 農業用機器及び資材 園芸用資材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 農業用機器及び資材 漁具・漁業用資材
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 産業用機器及び資材 木工用機械
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 産業用機器及び資材 電動工具
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 リース 仮設建物
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 リース その他 仮配管材料
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 その他物品 ごみ処理装置
273522 （株）根本 代表取締役 根本　美英子 県内 大網白里市北今泉１２８６番地２ 0475-77-4911 0475-77-3834 その他物品 遊具
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 消火器
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 避難器具
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 非常食
104320 能美防災（株） 代表取締役社長 伊藤　龍典 準県内 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 03-3265-0211 03-3264-4465 第１希望 消防・保安用品 防災用品
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第１希望 看板・模型 看板
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第２希望 その他物品 ごみ処理装置
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第２希望 その他物品 選挙備品
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第３希望 不用品買受 機械
270581 野口建材（株） 代表取締役 野口　隆利 県内 東金市田間２００５番地 0475-54-1261 0475-54-1262 第３希望 不用品買受 自動車
270208 （株）野口ポンプ製作所 代表取締役 野口　和秀 県外 東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 03-3633-2321 03-3633-2410 第１希望 車両 特殊車
270208 （株）野口ポンプ製作所 代表取締役 野口　和秀 県外 東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 03-3633-2321 03-3633-2410 第１希望 車両 特種用途自動車
270208 （株）野口ポンプ製作所 代表取締役 野口　和秀 県外 東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 03-3633-2321 03-3633-2410 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第１希望 産業用機器及び資材 産業用ロボット
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第２希望 船舶・航空機 船舶（２０ｔ未満）
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第２希望 船舶・航空機 その他 水草刈取船
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第３希望 写真機 その他 水中テレビカメラ
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第４希望 通信機・家電 その他 水底清掃ロボット
105858 ノダック（株） 代表取締役 泉　肇 県外 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 06-6841-1512 06-6841-0459 第５希望 消防・保安用品 その他 オイルフェンス・オイルマット・オイルキャッッチャーロープ・油回収装置

410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第２希望 車両 その他 ＧＰＳ機器
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第３希望 リース 電算機
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第３希望 リース その他 ＧＩＳソフトウェア
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第４希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第４希望 印刷・製本 オフセット印刷
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第４希望 印刷・製本 活版印刷
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第４希望 印刷・製本 特殊印刷
410415 ＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴 県外 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 052-744-1760 052-744-1758 第４希望 印刷・製本 地図印刷
106154 （株）ハイクレー 代表取締役 大川　称三 県外 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 0480-23-3809 0480-23-6104 第１希望 その他物品 その他 ソイレックス
106154 （株）ハイクレー 代表取締役 大川　称三 県外 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 0480-23-3809 0480-23-6104 第２希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
106154 （株）ハイクレー 代表取締役 大川　称三 県外 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 0480-23-3809 0480-23-6104 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 石材
106154 （株）ハイクレー 代表取締役 大川　称三 県外 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 0480-23-3809 0480-23-6104 第３希望 薬品 工業薬品
170676 白十字販売（株） 代表取締役社長 國米　正裕 県外 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 03-3981-7255 03-5950-6253 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170676 白十字販売（株） 代表取締役社長 國米　正裕 県外 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 03-3981-7255 03-5950-6253 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 紙おむつ、保育用品
170676 白十字販売（株） 代表取締役社長 國米　正裕 県外 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 03-3981-7255 03-5950-6253 第２希望 消防・保安用品 防災用品
170676 白十字販売（株） 代表取締役社長 國米　正裕 県外 東京都豊島区高田三丁目２３番１２号 03-3981-7255 03-5950-6253 繊維・寝具 白衣
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第１希望 日用雑貨・金物 食器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第１希望 日用雑貨・金物 荒物
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第２希望 記念品・贈答品 記念品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第３希望 文具・事務機器 文房具
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第３希望 文具・事務機器 用紙類
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第３希望 文具・事務機器 事務機器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第３希望 文具・事務機器 印章
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第４希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第４希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第５希望 消防・保安用品 災害救助機器
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174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第５希望 消防・保安用品 非常食
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第５希望 消防・保安用品 警察用品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 第５希望 消防・保安用品 防災用品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 書籍・教材 教材
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 書籍・教材 教育機器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 書籍・教材 視聴覚教育機器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 繊維・寝具 作業服・事務服
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 繊維・寝具 帽子
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 繊維・寝具 白衣
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 繊維・寝具 寝具
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 靴・革製品 作業靴・安全靴
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 靴・革製品 病院用シューズ
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 靴・革製品 手袋
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 靴・革製品 雨衣
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 家具・什器 木製家具・什器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 家具・什器 スチール製家具・什器
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 室内装飾品 緞帳・暗幕
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 看板・模型 横断幕・懸垂幕
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 通信機・家電 照明器具
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 農業用機器及び資材 園芸用資材
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 その他物品 選挙備品
174673 （有）橋本商店 代表取締役 橋本　孝男 県内 いすみ市岬町中原２９６５番地２ 0470-87-2922 0470-87-6026 その他物品 葬儀用品
104557 長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 佐藤　辰夫 準県内 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 03-3422-5331 03-3412-8415 第１希望 運動用品 運動用品
104557 長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 佐藤　辰夫 準県内 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 03-3422-5331 03-3412-8415 第１希望 運動用品 体育器具
104557 長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 佐藤　辰夫 準県内 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 03-3422-5331 03-3412-8415 第２希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
270806 （株）畠山ポンプ製作所 代表取締役 畠山　昭夫 県外 静岡県沼津市東間門二丁目１番地の５ 055-962-1838 055-963-4610 第１希望 車両 特種用途自動車
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 第２希望 看板・模型 模型・展示品
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 第２希望 看板・模型 その他 ジオラマ
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 第３希望 リース 電算機
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 第３希望 リース その他 測量機器
131358 （株）八州 代表取締役 武部　泰三 準県内 東京都江東区木場五丁目８番４０号 03-5646-1901 03-5245-5061 その他物品 その他 地図
375682 花企画（株） 代表取締役 岩崎　貴勇 県内 船橋市高根町２５９７番地１ 047-407-1319 047-430-0601 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
375682 花企画（株） 代表取締役 岩崎　貴勇 県内 船橋市高根町２５９７番地１ 047-407-1319 047-430-0601 第１希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
375682 花企画（株） 代表取締役 岩崎　貴勇 県内 船橋市高根町２５９７番地１ 047-407-1319 047-430-0601 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
375682 花企画（株） 代表取締役 岩崎　貴勇 県内 船橋市高根町２５９７番地１ 047-407-1319 047-430-0601 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
375682 花企画（株） 代表取締役 岩崎　貴勇 県内 船橋市高根町２５９７番地１ 047-407-1319 047-430-0601 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
270743 花沢建材工業（株） 代表取締役 花澤　長文 県内 山武市松尾町大堤３１８番地 0479-86-3221 0479-86-3222 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
105357 （株）ハマダ 代表取締役 四宮　清志 県内 木更津市潮見四丁目１４番地９ 0438-36-7721 0438-36-7734 第１希望 不用品買受 金属くず
105357 （株）ハマダ 代表取締役 四宮　清志 県内 木更津市潮見四丁目１４番地９ 0438-36-7721 0438-36-7734 第２希望 日用雑貨・金物 金物
105357 （株）ハマダ 代表取締役 四宮　清志 県内 木更津市潮見四丁目１４番地９ 0438-36-7721 0438-36-7734 第２希望 日用雑貨・金物 工具
105357 （株）ハマダ 代表取締役 四宮　清志 県内 木更津市潮見四丁目１４番地９ 0438-36-7721 0438-36-7734 第３希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
275009 （株）浜屋 代表取締役 小林　茂 県外 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 0493-24-5345 0493-25-2968 第１希望 不用品買受 金属くず
275009 （株）浜屋 代表取締役 小林　茂 県外 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 0493-24-5345 0493-25-2968 第１希望 不用品買受 機械
275009 （株）浜屋 代表取締役 小林　茂 県外 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 0493-24-5345 0493-25-2968 第１希望 不用品買受 自転車
275009 （株）浜屋 代表取締役 小林　茂 県外 埼玉県東松山市大字下唐子１５９４番地 0493-24-5345 0493-25-2968 第１希望 不用品買受 その他 家電製品・情報機器
270790 （株）林田製作所 代表取締役　 林田　廣一 県外 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田５６番地１ 048-683-2250 048-684-6292 第１希望 車両 特種用途自動車
408231 （株）パーキングソリューションズ 代表取締役社長 本房　伸一 県外 東京都大田区大森西一丁目９番１２号 03-3762-5151 03-3762-3582 第１希望 その他物品 その他 駐車場管理装置（精算機・ロック式・ゲート式・車番認証他）および保守部品・消耗品

408231 （株）パーキングソリューションズ 代表取締役社長 本房　伸一 県外 東京都大田区大森西一丁目９番１２号 03-3762-5151 03-3762-3582 第２希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第１希望 その他物品 その他 病院向けテレビカードシステム床頭台
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第３希望 通信機・家電 家電製品
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第４希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
403131 （株）パースジャパン 代表取締役 高西　正博 県外 東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル 03-3814-6838 03-3814-2578 第５希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第１希望 運動用品 運動用品
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第１希望 運動用品 武道具
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第１希望 運動用品 体育器具
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第１希望 運動用品 運動衣
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第１希望 運動用品 その他 柔道畳
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第３希望 リース 医療機器
270782 （株）パーソンアンドパーソンスタッフ 代表取締役 中里　洋子 準県内 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 048-240-5717 048-240-5718 第３希望 リース その他 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
272672 パイオニア事務器（株） 代表取締役 増島　健二 県外 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１７‐５０２ 048-928-0575 048-928-2372 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
272672 パイオニア事務器（株） 代表取締役 増島　健二 県外 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１７‐５０２ 048-928-0575 048-928-2372 第１希望 印刷・製本 その他 印鑑登録証
272672 パイオニア事務器（株） 代表取締役 増島　健二 県外 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１７‐５０２ 048-928-0575 048-928-2372 第２希望 文具・事務機器 文房具
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272672 パイオニア事務器（株） 代表取締役 増島　健二 県外 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１７‐５０２ 048-928-0575 048-928-2372 第２希望 文具・事務機器 事務機器
272672 パイオニア事務器（株） 代表取締役 増島　健二 県外 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１７‐５０２ 048-928-0575 048-928-2372 第２希望 文具・事務機器 その他 保険証カバー、カードケース、契印機、パスポート打ち抜き機
132233 パスキン工業（株） 代表取締役 佐藤　靖 県外 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 028-665-1201 028-665-5880 第１希望 リース 電算機
132233 パスキン工業（株） 代表取締役 佐藤　靖 県外 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 028-665-1201 028-665-5880 第２希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第２希望 書籍・教材 地図
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第３希望 理化学機器 測量機器
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第５希望 リース 電算機
131367 （株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 準県内 東京都目黒区東山一丁目１番２号 03-3715-2638 03-3715-2637 第５希望 リース その他 地理情報システムソフトウェア
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第１希望 通信機・家電 放送機器
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第１希望 通信機・家電 照明器具
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第１希望 通信機・家電 空調機器
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第２希望 理化学機器 電気計測器
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第２希望 理化学機器 測量機器
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第３希望 看板・模型 看板
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第４希望 消防・保安用品 防犯用品
104534 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 代表取締役 黒川　昭隆 県外 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 06-6910-0131 06-6910-0130 第４希望 消防・保安用品 防災用品
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第２希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第２希望 産業用機器及び資材 産業用ロボット
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 電話交換機
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 放送機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 無線機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 家電製品
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 照明器具
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第３希望 通信機・家電 空調機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第４希望 リース 電算機
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第４希望 リース 電気・通信機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 第５希望 文具・事務機器 事務機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 書籍・教材 教育機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 書籍・教材 視聴覚教育機器
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 写真機 写真機
104349 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 県外 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 03-5148-5469 03-5148-5128 写真機 映写機
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第１希望 印刷・製本 電子出版
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第２希望 看板・模型 看板
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
405292 （株）パブリオ 代表取締役 佐藤　勝慶 県外 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３ 029-804-3353 029-804-3353 第３希望 記念品・贈答品 記念品
283742 （株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 代表取締役 阿部　博人 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 03-6456-4660 03-6456-4661 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
283742 （株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 代表取締役 阿部　博人 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 03-6456-4660 03-6456-4661 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 紙おむつ、各種検査台・カート、リハビリテーション機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
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170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第３希望 家具・什器 特注家具
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第４希望 通信機・家電 家電製品
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第４希望 通信機・家電 照明器具
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第４希望 通信機・家電 空調機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第５希望 室内装飾品 カーテン
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第５希望 室内装飾品 ブラインド
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 文具・事務機器 事務機器
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 繊維・寝具 作業服・事務服
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 繊維・寝具 帽子
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 繊維・寝具 白衣
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 消防・保安用品 防火服・保護具
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 消防・保安用品 非常食
170673 パラメディカル（株） 代表取締役 石原　隆広 県内 東金市田間三丁目５４番地９ 0475-52-1121 0475-52-0051 消防・保安用品 防災用品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第１希望 文具・事務機器 文房具
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第１希望 文具・事務機器 用紙類
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第１希望 文具・事務機器 事務機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第１希望 文具・事務機器 印章
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 第２希望 家具・什器 特注家具
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 記念品・贈答品 販促用品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 記念品・贈答品 記念品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 医療用機器・衛生材料 介護用機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 消防・保安用品 防犯用品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 消防・保安用品 防災用品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 電話交換機
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 放送機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 無線機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 家電製品
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 照明器具
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 通信機・家電 空調機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 発券機・精算機
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 金属加工用機械
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 木工用機械
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 電動工具
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 リース 電算機
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 リース 事務機器・視聴覚機器
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 不用品買受 紙・繊維くず
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 不用品買受 資源物
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 不用品買受 その他 古い機械の引き上げ業務
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 その他物品 ガラス・フィルム
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 その他物品 ごみ処理装置
173674 （株）東関東明光販売 代表取締役 松本　幸男 県内 千葉市中央区新宿二丁目３番５号 043-302-2885 043-302-2880 その他物品 ダンボール
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第１希望 通信機・家電 電話交換機
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第１希望 通信機・家電 無線機器
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第２希望 リース 電気・通信機器
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104466 東日本電信電話（株） 代表取締役 井上　福造 準県内 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 03-5359-5111 03-5359-1221 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173334 東日本クリーンエイド販売（株） 代表取締役 橋爪　信雄 県外 東京都荒川区東尾久八丁目３番２２号 03-5855-7741 03-5855-7744 第１希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 乗用車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 貨物自動車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 軽自動車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 バス
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 特殊車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 特種用途自動車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 二輪車
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 自動車修理
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 タイヤ
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172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第１希望 車両 自動車用品
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第２希望 リース 自動車・船舶
172924 （株）日立オートサービス 代表取締役 時枝　利実 県外 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 03-5830-8669 03-5830-8673 第３希望 不用品買受 自動車
407041 日立グローバルライフソリューションズ（株） 取締役社長 谷口　潤 県外 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 03-3502-2111 第１希望 通信機・家電 照明器具
407041 日立グローバルライフソリューションズ（株） 取締役社長 谷口　潤 県外 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 03-3502-2111 第１希望 通信機・家電 空調機器
174290 常陸警備保障（株） 代表取締役 邨田　三男 県内 市川市市川南１丁目１番８号 047-324-5211 047-324-2358 第１希望 消防・保安用品 非常食
174290 常陸警備保障（株） 代表取締役 邨田　三男 県内 市川市市川南１丁目１番８号 047-324-5211 047-324-2358 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
174290 常陸警備保障（株） 代表取締役 邨田　三男 県内 市川市市川南１丁目１番８号 047-324-5211 047-324-2358 第１希望 消防・保安用品 防災用品
174290 常陸警備保障（株） 代表取締役 邨田　三男 県内 市川市市川南１丁目１番８号 047-324-5211 047-324-2358 第２希望 その他物品 食品関係
405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第１希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第２希望 車両 特殊車
405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第２希望 車両 特種用途自動車
405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第３希望 リース 自動車・船舶
405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第３希望 リース その他 建設用機械
405784 日立建機日本（株） 代表取締役 榎本　一雄 準県内 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号 048-933-0171 048-935-1689 第４希望 不用品買受 機械
104373 （株）日立国際電気 代表取締役 佐久間　嘉一郎 県外 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 03-5510-5931 03-3502-2502 第１希望 通信機・家電 無線機器
104373 （株）日立国際電気 代表取締役 佐久間　嘉一郎 県外 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 03-5510-5931 03-3502-2502 第１希望 通信機・家電 その他 監視カメラ
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第２希望 書籍・教材 教育機器
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第２希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第３希望 印刷・製本 オフセット印刷
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第３希望 印刷・製本 特殊印刷
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第４希望 リース 電算機
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第４希望 リース 電気・通信機器
104423 （株）日立システムズ 代表取締役 北野　昌宏 準県内 東京都品川区大崎一丁目２番１号 043-221-7308 043-221-7113 第５希望 産業用機器及び資材 その他 産業用ロボット
171490 （株）日立社会情報サービス 代表取締役 任田　信行 県外 東京都江東区東陽二丁目４番１８号 03-5632-1226 03-5632-1243 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171490 （株）日立社会情報サービス 代表取締役 任田　信行 県外 東京都江東区東陽二丁目４番１８号 03-5632-1226 03-5632-1243 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171490 （株）日立社会情報サービス 代表取締役 任田　信行 県外 東京都江東区東陽二丁目４番１８号 03-5632-1226 03-5632-1243 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171490 （株）日立社会情報サービス 代表取締役 任田　信行 県外 東京都江東区東陽二丁目４番１８号 03-5632-1226 03-5632-1243 第２希望 文具・事務機器 事務機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第２希望 消防・保安用品 防災用品
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第３希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第３希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第３希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第４希望 理化学機器 液体分析機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第４希望 理化学機器 化学分析機器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第４希望 理化学機器 電気計測器
103563 （株）日立製作所 執行役社長 東原　敏昭 準県内 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 第４希望 理化学機器 実験用機器・什器
273932 （有）日の出商会 代表取締役 野口　善保 県内 茂原市南吉田１６９５番地２ 0475-34-7518 0475-30-9188 第１希望 薬品 工業薬品
171871 日之出水道機器（株） 代表取締役社長 浅井　武 準県内 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 092-476-0620 092-476-0688 第１希望 水道・ガス用資材 その他 鉄蓋および関連資材
171871 日之出水道機器（株） 代表取締役社長 浅井　武 準県内 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 092-476-0620 092-476-0688 第２希望 土木・建築用機器及び資材 その他 鉄蓋および関連資材
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104419 （株）日比谷アメニス 代表取締役 小林　定夫 準県内 東京都港区三田四丁目７番２７号 03-3453-2401 03-3453-2426 第３希望 文具・事務機器 事務機器
170336 （株）ヒューマン 代表取締役 手塚　隆三 県内 千葉市花見川区南花園２丁目５番４‐２０１号 043-272-7701 043-272-7703 第１希望 文具・事務機器 その他 郵便料金計器
404596 表示灯（株） 代表取締役 上田　正剛 県外 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 052-856-1511 052-856-1513 第１希望 看板・模型 看板
404596 表示灯（株） 代表取締役 上田　正剛 県外 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 052-856-1511 052-856-1513 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
404596 表示灯（株） 代表取締役 上田　正剛 県外 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 052-856-1511 052-856-1513 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
404596 表示灯（株） 代表取締役 上田　正剛 県外 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 052-856-1511 052-856-1513 第１希望 看板・模型 その他 デジタルサイネージ
182429 （株）日吉 代表取締役 村田　弘司 県外 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 0748-32-5111 077-502-2246 第１希望 薬品 工業薬品
182429 （株）日吉 代表取締役 村田　弘司 県外 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 0748-32-5111 077-502-2246 第１希望 薬品 水道用薬品
182429 （株）日吉 代表取締役 村田　弘司 県外 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 0748-32-5111 077-502-2246 第１希望 薬品 その他 消石灰等
273346 平野コンクリート工業（株） 代表取締役 平野　哲也 県内 市原市牛久１０８４番地 0436-92-1561 0436-92-3224 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 放送機器
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 無線機器
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 家電製品
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 照明器具
100473 （株）平野電設 代表取締役 平野　伸一 県内 成田市松崎２６４番地 0476-26-8263 0476-26-9355 第１希望 通信機・家電 空調機器
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第１希望 農業用機器及び資材 その他 有害鳥獣駆除用資材
402713 平林物産（株） 代表取締役 平林　昇 県内 夷隅郡大多喜町森宮１３８番地 0470-82-2611 0470-82-2672 第２希望 その他物品 その他 有害鳥獣駆除用資材
405244 （株）ヒロタ 代表取締役 諏訪　忠 県外 東京都世田谷区代田五丁目１０番６号 03-3414-6266 03-3414-7063 第１希望 その他物品 選挙備品
405244 （株）ヒロタ 代表取締役 諏訪　忠 県外 東京都世田谷区代田五丁目１０番６号 03-3414-6266 03-3414-7063 第１希望 その他物品 その他 選挙用品　投票箱　記載台　置台等　選挙用啓発品　ポケットティッシュ　ウエットティッシュ　絆創膏等

405244 （株）ヒロタ 代表取締役 諏訪　忠 県外 東京都世田谷区代田五丁目１０番６号 03-3414-6266 03-3414-7063 第２希望 室内装飾品 その他 のぼり旗　横断幕　懸垂幕　垂れ幕　ミニのぼり　腕章など　
405244 （株）ヒロタ 代表取締役 諏訪　忠 県外 東京都世田谷区代田五丁目１０番６号 03-3414-6266 03-3414-7063 第３希望 文具・事務機器 その他 メモ帳　ボールペン　蛍光ペン　等
174222 （株）ビー・エイチ・シー 代表取締役 村山　清志 県外 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 022-773-6860 022-773-6861 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174222 （株）ビー・エイチ・シー 代表取締役 村山　清志 県外 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 022-773-6860 022-773-6861 第１希望 電算機・電算用品 その他 システム販売
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第２希望 リース 電算機
171419 （株）ＢＳＮアイネット 代表取締役社長 梅津　雅之 県外 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 025-243-0211 025-241-2444 第２希望 リース 電気・通信機器
182452 （株）ビー・エム・エル 代表取締役 近藤　健介 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 03-3350-0111 03-3350-1180 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 電子カルテ
182452 （株）ビー・エム・エル 代表取締役 近藤　健介 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 03-3350-0111 03-3350-1180 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
182452 （株）ビー・エム・エル 代表取締役 近藤　健介 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 03-3350-0111 03-3350-1180 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
182452 （株）ビー・エム・エル 代表取締役 近藤　健介 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 03-3350-0111 03-3350-1180 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
182452 （株）ビー・エム・エル 代表取締役 近藤　健介 準県内 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 03-3350-0111 03-3350-1180 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第２希望 リース 電算機
375371 （株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 県外 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 092-711-5801 092-711-5806 第３希望 文具・事務機器 事務機器
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 第１希望 繊維・寝具 帽子
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 第１希望 繊維・寝具 白衣
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 第１希望 繊維・寝具 寝具
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 第１希望 繊維・寝具 その他 紙オムツ
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 医療用機器・衛生材料 その他 衛生材料
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 消防・保安用品 その他 非常食
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170439 ビー・シイ商事（株） 代表取締役 溝部　孝 県内 千葉市緑区古市場町４７４番地５１ 043-266-7021 043-263-5336 靴・革製品 病院用シューズ
407737 （株）ビシクレット 代表取締役 井上　喜一朗 県外 東京都港区西新橋三丁目１５番１２号 03-3437-9710 03-3437-9720 第１希望 その他物品 その他 駐輪場設備（自転車ラック、駐輪場屋根、駐輪システム）
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第１希望 その他物品 選挙備品
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第２希望 看板・模型 看板
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第２希望 看板・模型 標識
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 印刷・製本 軽オフセット印刷
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 印刷・製本 オフセット印刷
272690 （有）Ｐ＆Ｔ 代表取締役 丸茂　雅弘 県内 市川市北国分一丁目２番１９号 047-300-7035 047-300-7036 印刷・製本 特殊印刷
404889 （株）ピーステック 代表取締役 坂口　弘忠 県外 愛知県豊川市開運通一丁目２１ 0533-83-0375 0533-56-9375 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
404889 （株）ピーステック 代表取締役 坂口　弘忠 県外 愛知県豊川市開運通一丁目２１ 0533-83-0375 0533-56-9375 第２希望 消防・保安用品 防災用品
404440 （株）ピー・ディー・シー 代表取締役 川瀬　博永 県外 大阪府大阪市城東区永田３丁目９番２７号 06-6961-1381 06-6961-1855 第１希望 文具・事務機器 用紙類
404440 （株）ピー・ディー・シー 代表取締役 川瀬　博永 県外 大阪府大阪市城東区永田３丁目９番２７号 06-6961-1381 06-6961-1855 第１希望 文具・事務機器 事務機器
272583 ピツニーボウズジャパン（株） 代表取締役 ベンハー・メスフィン 県外 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 03-5657-1200 03-3280-8900 第１希望 文具・事務機器 事務機器
272583 ピツニーボウズジャパン（株） 代表取締役 ベンハー・メスフィン 県外 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 03-5657-1200 03-3280-8900 第１希望 文具・事務機器 その他 郵便料金計器、封入封緘機、開封機、紙折り機
272583 ピツニーボウズジャパン（株） 代表取締役 ベンハー・メスフィン 県外 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 03-5657-1200 03-3280-8900 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
272583 ピツニーボウズジャパン（株） 代表取締役 ベンハー・メスフィン 県外 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 03-5657-1200 03-3280-8900 第２希望 リース その他 郵便料金計器、封入封緘機、開封機、紙折り機のリース
403990 （株）フィスメック 代表取締役 小出　建 県外 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 03-3255-3698 03-3255-3397 第１希望 書籍・教材 書籍
403990 （株）フィスメック 代表取締役 小出　建 県外 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 03-3255-3698 03-3255-3397 第１希望 書籍・教材 教材
403990 （株）フィスメック 代表取締役 小出　建 県外 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 03-3255-3698 03-3255-3397 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
403990 （株）フィスメック 代表取締役 小出　建 県外 東京都千代田区内神田二丁目１５番９号 03-3255-3698 03-3255-3397 第１希望 書籍・教材 その他 ＤＶＤ・メンタルヘルス関連教育教材（Ｅラーニングを含む）
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 電話交換機
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 放送機器
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 家電製品
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103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 照明器具
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第１希望 通信機・家電 空調機器
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第２希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
103106 フィデス（株） 代表取締役 細矢　充 県内 千葉市緑区大高町４０番地１５ 043-295-1151 043-295-1212 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第２希望 リース 医療機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 気体分析機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 液体分析機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 化学分析機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 顕微鏡
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 電気計測器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 測量機器
404621 フェイスメディカル（株） 代表取締役 藤岡　繁也 県外 東京都港区港南２丁目１６番１号 03-6712-8971 03-6712-8972 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第１希望 通信機・家電 家電製品
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第１希望 通信機・家電 照明器具
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第１希望 通信機・家電 空調機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第２希望 リース 医療機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第２希望 リース 電気・通信機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第２希望 リース その他 電気設備、空調設備、照明設備等の諸設備
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第３希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第３希望 産業用機器及び資材 その他 ポンプ、モーター等
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第４希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第４希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第４希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第４希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第５希望 理化学機器 気象・公害測定機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第５希望 理化学機器 電気計測器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 第５希望 理化学機器 その他 水質計器等
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 薬品 工業用ガス
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 薬品 その他 水質計器用試薬等
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 医療用機器・衛生材料 その他 メディカルショーケース、ＡＥＤ
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 消防・保安用品 消火器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 消防・保安用品 防災用品
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 消防・保安用品 その他 消火設備、防災設備
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 電算機・電算用品 電算機用消耗品
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 電算機・電算用品 その他 クラウドサービスシステム
101007 福井電機（株） 代表取締役 村杉　茂治 県内 千葉市中央区問屋町１６番３号 043-241-6333 043-241-6428 その他物品 ごみ処理装置
171767 （株）フクシ・エンタープライズ 代表取締役 福士　昌 準県内 東京都江東区大島一丁目９番８号 03-3681-0294 03-3681-0299 第１希望 運動用品 運動用品
171767 （株）フクシ・エンタープライズ 代表取締役 福士　昌 準県内 東京都江東区大島一丁目９番８号 03-3681-0294 03-3681-0299 第１希望 運動用品 体育器具
171767 （株）フクシ・エンタープライズ 代表取締役 福士　昌 準県内 東京都江東区大島一丁目９番８号 03-3681-0294 03-3681-0299 第１希望 運動用品 その他 トレーニング機器、体力測定器具、プール用品、体育施設等備品

171767 （株）フクシ・エンタープライズ 代表取締役 福士　昌 準県内 東京都江東区大島一丁目９番８号 03-3681-0294 03-3681-0299 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171767 （株）フクシ・エンタープライズ 代表取締役 福士　昌 準県内 東京都江東区大島一丁目９番８号 03-3681-0294 03-3681-0299 第２希望 家具・什器 その他 プール用ロッカー
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第２希望 リース 医療機器
170661 フクダ電子南関東販売（株） 代表取締役 小滝　正治 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-3111 043-241-3711 第２希望 リース その他 ＡＥＤ
172145 フクダライフテック常葉（株） 代表取締役 津田　就平 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-2200 043-241-1511 第１希望 リース 医療機器
172145 フクダライフテック常葉（株） 代表取締役 津田　就平 県内 千葉市中央区千葉港５番３３号 043-241-2200 043-241-1511 第２希望 医療用機器・衛生材料 その他 睡眠評価装置（終夜睡眠ポリグラフ）、パルスオキシメータ
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
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170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170696 （株）福山医科 代表取締役 福山　茂雄 県内 千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号 043-237-1311 043-237-8034 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
174202 （株）フコックス 代表取締役 鎮目　隆雄 県外 東京都江東区佐賀一丁目１番１２号 03-3641-8281 03-3630-3096 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
174202 （株）フコックス 代表取締役 鎮目　隆雄 県外 東京都江東区佐賀一丁目１番１２号 03-3641-8281 03-3630-3096 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
102968 藤木園緑化土木（株） 代表取締役 佐藤　正幸 県内 習志野市茜浜一丁目６番４号 047-453-1031 047-454-1375 第１希望 リース 植木・鉢物
102968 藤木園緑化土木（株） 代表取締役 佐藤　正幸 県内 習志野市茜浜一丁目６番４号 047-453-1031 047-454-1375 第２希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
102968 藤木園緑化土木（株） 代表取締役 佐藤　正幸 県内 習志野市茜浜一丁目６番４号 047-453-1031 047-454-1375 第２希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
102968 藤木園緑化土木（株） 代表取締役 佐藤　正幸 県内 習志野市茜浜一丁目６番４号 047-453-1031 047-454-1375 第３希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
172702 冨士機材（株） 代表取締役社長 千賀　恒宏 準県内 東京都千代田区一番町１２ 03-3556-4500 03-3556-4501 第１希望 水道・ガス用資材 水道メーター
172702 冨士機材（株） 代表取締役社長 千賀　恒宏 準県内 東京都千代田区一番町１２ 03-3556-4500 03-3556-4501 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
172702 冨士機材（株） 代表取締役社長 千賀　恒宏 準県内 東京都千代田区一番町１２ 03-3556-4500 03-3556-4501 第１希望 水道・ガス用資材 水道管
172702 冨士機材（株） 代表取締役社長 千賀　恒宏 準県内 東京都千代田区一番町１２ 03-3556-4500 03-3556-4501 第２希望 車両 特種用途自動車
105752 富士産業（株） 代表取締役 栗田　隆志 県外 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号 06-4703-2345 06-4703-1188 第１希望 リース 仮設建物
272600 （株）富士食品 代表取締役 秋元　直人 県内 君津市坂田２７２番地 0439-52-2421 0439-53-0758 第１希望 その他物品 食品関係
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第１希望 電算機・電算用品 その他 官公庁関連情報システム機器
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第２希望 文具・事務機器 事務機器
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第３希望 リース 電算機
270342 富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 県外 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 03-5994-2600 03-5994-2601 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第１希望 文具・事務機器 文房具
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第１希望 文具・事務機器 用紙類
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第１希望 文具・事務機器 事務機器
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第２希望 通信機・家電 家電製品
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第２希望 通信機・家電 照明器具
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第２希望 通信機・家電 空調機器
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第４希望 リース 電算機
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
105629 富士ゼロックス千葉（株） 代表取締役 村田　耕一 県内 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 043-213-2201 043-213-2227 第４希望 リース その他 ゼロックス複合機・複写機
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 じゅうたん
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 カーテン
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 ブラインド
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 簡易間仕切り
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 建具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第１希望 室内装飾品 畳
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第２希望 通信機・家電 放送機器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第２希望 通信機・家電 家電製品
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第２希望 通信機・家電 照明器具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第２希望 通信機・家電 空調機器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第２希望 通信機・家電 その他 舞台照明器具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第３希望 家具・什器 特注家具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第３希望 家具・什器 その他 舞台大道具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第４希望 書籍・教材 教育機器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 看板
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 標識
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 黒板
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 第５希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 繊維・寝具 天幕
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 写真機 映写機
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 運動用品 運動用品
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 運動用品 体育器具
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 リース 事務機器・視聴覚機器
103091 不二装備工業（株） 代表取締役 崎山　征雄 県内 習志野市大久保四丁目３番８号 047-477-2323 047-477-5719 その他物品 遊具
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
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106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第３希望 文具・事務機器 文房具
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第３希望 文具・事務機器 用紙類
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第３希望 文具・事務機器 事務機器
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第４希望 通信機・家電 電話交換機
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第４希望 通信機・家電 放送機器
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第４希望 通信機・家電 無線機器
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第４希望 通信機・家電 家電製品
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第５希望 書籍・教材 書籍
106394 富士ソフト（株） 代表取締役 坂下　智保 県外 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 045-650-8811 045-650-8810 第５希望 書籍・教材 教育機器
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第１希望 電算機・電算用品 その他 サーバ等
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第２希望 車両 自動車用品
184199 富士ソフトサービスビューロ（株） 代表取締役 佐藤　諭 県外 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号 03-5600-1731 03-5600-1730 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第２希望 通信機・家電 電話交換機
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第２希望 通信機・家電 無線機器
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第３希望 リース 電算機
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第３希望 リース 電気・通信機器
104479 富士通（株） 代表取締役社長 時田　隆仁 準県内 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 044-777-1111 第３希望 リース その他 汎用コンピューター　パソコン
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第２希望 リース 電算機
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第２希望 リース 電気・通信機器
171495 富士通エフ・アイ・ピー（株） 代表取締役社長 島津　めぐみ 県外 東京都港区芝浦一丁目２番１号 03-6722-0200 03-6400-1400 第３希望 その他物品 その他 電算機レンタル
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 電話交換機
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 放送機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 無線機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 照明器具
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第２希望 通信機・家電 空調機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第３希望 文具・事務機器 事務機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第４希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 第５希望 理化学機器 気象・公害測定機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 書籍・教材 教育機器
171450 （株）富士通エフサス 代表取締役社長 濱場　正明 準県内 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 03-5747-9100 03-5435-3220 書籍・教材 視聴覚教育機器
104415 （株）富士通ゼネラル 代表取締役 斎藤　悦郎 県外 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号 044-866-1111 044-861-7860 第１希望 通信機・家電 無線機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 電話交換機
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 放送機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 無線機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 照明器具
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第１希望 通信機・家電 空調機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第３希望 文具・事務機器 事務機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第４希望 書籍・教材 教育機器
104774 富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役 志真　哲夫 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 045-752-9800 045-228-5016 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
105472 （株）富士通マーケティング 代表取締役社長 広瀬　敏男 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6712-3111 03-6712-3595 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
105472 （株）富士通マーケティング 代表取締役社長 広瀬　敏男 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6712-3111 03-6712-3595 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
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105472 （株）富士通マーケティング 代表取締役社長 広瀬　敏男 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6712-3111 03-6712-3595 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
105472 （株）富士通マーケティング 代表取締役社長 広瀬　敏男 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6712-3111 03-6712-3595 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
105472 （株）富士通マーケティング 代表取締役社長 広瀬　敏男 準県内 東京都港区港南二丁目１５番３号 03-6712-3111 03-6712-3595 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第１希望 リース 電算機
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第１希望 リース 医療機器
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第１希望 リース 電気・通信機器
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第１希望 リース その他 空調設備
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172201 富士通リース（株） 代表取締役 小西　秀智 準県内 東京都千代田区神田練塀町３番地 03-5843-6313 03-5298-4135 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第１希望 理化学機器 電気計測器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第１希望 理化学機器 度量衡
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第１希望 理化学機器 その他 漏水調査機器、管路調査機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第３希望 薬品 水道用薬品
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第５希望 リース 電算機
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第５希望 リース 電気・通信機器
170894 フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 県外 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196 03-3866-1979 第５希望 リース その他 水圧計
408927 （株）フジテレビジョン 代表取締役 遠藤　龍之介 県外 東京都港区台場二丁目４番８号 03-5500-8888 第１希望 その他物品 その他 イベント制作物、啓発品、番組関連グッズ、着ぐるみ
408927 （株）フジテレビジョン 代表取締役 遠藤　龍之介 県外 東京都港区台場二丁目４番８号 03-5500-8888 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
408927 （株）フジテレビジョン 代表取締役 遠藤　龍之介 県外 東京都港区台場二丁目４番８号 03-5500-8888 第３希望 通信機・家電 放送機器
408927 （株）フジテレビジョン 代表取締役 遠藤　龍之介 県外 東京都港区台場二丁目４番８号 03-5500-8888 第３希望 通信機・家電 無線機器
408927 （株）フジテレビジョン 代表取締役 遠藤　龍之介 県外 東京都港区台場二丁目４番８号 03-5500-8888 第３希望 通信機・家電 照明器具
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第１希望 電算機・電算用品 その他 パソコン・サーバー、プリンタ・電子黒板など周辺機器一式
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第２希望 文具・事務機器 事務機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第２希望 文具・事務機器 その他 無線ＬＡＮ機器・プロジェクター・電子黒板など関連機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第３希望 リース 電算機
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第３希望 リース 電気・通信機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第３希望 リース その他 パソコン・サーバー・ネットワーク機器・無線ＬＡＮ機器・プロジェクター・電子黒板など関連機器

172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第４希望 家具・什器 その他 学校向けのデスク、チェア、ロッカーなど什器類
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第５希望 通信機・家電 無線機器
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第５希望 通信機・家電 照明器具
172736 富士電機ＩＴソリューション（株） 代表取締役社長 及川　弘 準県内 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 03-5817-5701 03-5817-5740 第５希望 通信機・家電 空調機器
170651 富士フイルムメディカル（株） 代表取締役 新延　晶雄 県外 東京都港区西麻布二丁目２６番３０号 03-6419-8000 03-5469-3510 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170651 富士フイルムメディカル（株） 代表取締役 新延　晶雄 県外 東京都港区西麻布二丁目２６番３０号 03-6419-8000 03-5469-3510 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170651 富士フイルムメディカル（株） 代表取締役 新延　晶雄 県外 東京都港区西麻布二丁目２６番３０号 03-6419-8000 03-5469-3510 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
104421 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 代表取締役社長 日下　高 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 044-548-4500 044-548-4510 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104421 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 代表取締役社長 日下　高 準県内 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 044-548-4500 044-548-4510 第１希望 産業用機器及び資材 その他 空調機・冷凍機
400623 富士防災（株） 代表取締役 井上　博子 県外 東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号 03-3917-5613 03-3940-5601 第１希望 書籍・教材 教材
400623 富士防災（株） 代表取締役 井上　博子 県外 東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号 03-3917-5613 03-3940-5601 第１希望 書籍・教材 実習用機器
400623 富士防災（株） 代表取締役 井上　博子 県外 東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号 03-3917-5613 03-3940-5601 第１希望 書籍・教材 その他 交通安全教育用機器、自動車教習用機器
400623 富士防災（株） 代表取締役 井上　博子 県外 東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号 03-3917-5613 03-3940-5601 第２希望 看板・模型 標識
400623 富士防災（株） 代表取締役 井上　博子 県外 東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号 03-3917-5613 03-3940-5601 第３希望 その他物品 その他 信号機各種、踏切警報機、自転車大会用機器材各種、横断トレーナー、自転車（歩行者）シミュレータ

171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第１希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171058 （株）フジマック 代表取締役 熊谷　光治 準県内 東京都港区新橋５丁目１４番５号 03-3434-7791 03-3459-9143 第２希望 日用雑貨・金物 食器
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第１希望 消防・保安用品 防災用品
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第３希望 薬品 工業薬品
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第３希望 薬品 防疫剤
273004 不二薬工（株） 代表取締役 松永　尚剛 県外 東京都板橋区坂下一丁目２４番１８号 03-3967-5151 03-3966-1702 第３希望 薬品 その他 プール用薬剤、厨房用薬剤
131696 （株）フジヤマ 代表取締役 藤山　義修 準県内 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 053-454-5892 053-455-4619 第１希望 印刷・製本 地図印刷
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 看板
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274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 標識
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第１希望 看板・模型 ナンバープレート
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第３希望 運動用品 運動用品
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 第３希望 運動用品 運動衣
274340 富士ワールド企画サービス（株） 代表取締役 細野　由樹 県内 鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号 047-445-9565 047-445-9597 室内装飾品 ブラインド
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第１希望 通信機・家電 電話交換機
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第１希望 通信機・家電 放送機器
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104776 扶桑電通（株） 代表取締役社長 有冨　英治 準県内 東京都中央区築地五丁目４番１８号 03-3544-7211 03-3544-7210 第３希望 リース 電気・通信機器
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 消火器
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 避難器具
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 非常食
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第１希望 消防・保安用品 防災用品
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 電話交換機
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 放送機器
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 無線機器
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 家電製品
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 照明器具
375327 船橋市防災設備（協） 代表理事 竹森　久男 県内 船橋市習志野台五丁目１１番７号 047-464-3606 047-468-0317 第２希望 通信機・家電 空調機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 消火器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 非常食
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第１希望 消防・保安用品 防災用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 帽子
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 白衣
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 寝具
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第２希望 繊維・寝具 天幕
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 革靴
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 手袋
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 雨衣
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第３希望 靴・革製品 皮革製品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第４希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第５希望 リース 医療機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第５希望 リース 寝具・オムツ
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 第５希望 リース その他 発電機・投光器・蓄電池等のリース、防災服・活動服等のリース

170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 書籍・教材 実習用機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 書籍・教材 その他 ＡＥＤ訓練用マネキン
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 記念品・贈答品 販促用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 記念品・贈答品 記念品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 理化学機器 気象・公害測定機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 厨房機器・浴槽設備 給湯器
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170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 金物
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 食器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 工具
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 家庭用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 日用雑貨・金物 荒物
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 室内装飾品 緞帳・暗幕
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 室内装飾品 簡易間仕切り
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 看板
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 掲示板・標示板
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 標識
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 黒板
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 通信機・家電 無線機器
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 燃料・電力 その他 ガソリン携行缶
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 運動用品 運動衣
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 運動用品 レジャー用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 船舶・航空機 ボート
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 船舶・航空機 船舶用品
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 船舶・航空機 その他 ドローン
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 その他物品 ガラス・フィルム
170956 船山（株） 代表取締役 秋山　政信 県外 新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 0258-25-2780 0258-25-2805 その他物品 ダンボール
174065 （株）フューチャーイン 代表取締役社長 伊藤　利英 県外 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 052-732-8021 052-732-8090 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
174065 （株）フューチャーイン 代表取締役社長 伊藤　利英 県外 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 052-732-8021 052-732-8090 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
174065 （株）フューチャーイン 代表取締役社長 伊藤　利英 県外 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 052-732-8021 052-732-8090 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
174065 （株）フューチャーイン 代表取締役社長 伊藤　利英 県外 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 052-732-8021 052-732-8090 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
174065 （株）フューチャーイン 代表取締役社長 伊藤　利英 県外 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 052-732-8021 052-732-8090 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 吸引器、ネブライザー
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第３希望 繊維・寝具 寝具
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第３希望 繊維・寝具 その他 マットレス
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第４希望 通信機・家電 家電製品
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
270327 フランスベッド（株） 代表取締役 池田　茂 準県内 東京都昭島市中神町１１４８番地５ 042-543-3111 第５希望 室内装飾品 カーテン
411085 （株）フリーフライト 取締役 豊泉　弥生 県外 東京都新宿区高田馬場一丁目６番１６号 03-6380-3541 03-6380-3541 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411085 （株）フリーフライト 取締役 豊泉　弥生 県外 東京都新宿区高田馬場一丁目６番１６号 03-6380-3541 03-6380-3541 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 電話交換機
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 放送機器
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 無線機器
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 家電製品
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 照明器具
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第３希望 通信機・家電 空調機器
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第５希望 リース 電算機
411423 （株）フルイチデンキ 代表取締役 古市　達弥 県内 長生郡長南町山内７２２番地 0475-56-1340 0475-46-2754 第５希望 リース 電気・通信機器
181681 フルテック（株） 代表取締役社長 古野　重幸 準県内 北海道札幌市中央区大通東３丁目４番地の３ 011-222-3572 011-232-8838 第１希望 その他物品 その他 分煙機
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 書籍
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 教材
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 教育機器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 理科実験機器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 楽器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第２希望 記念品・贈答品 記念品
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第３希望 家具・什器 特注家具
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第４希望 運動用品 運動用品

115／141



令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第４希望 運動用品 体育器具
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第５希望 消防・保安用品 非常食
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 第５希望 消防・保安用品 防災用品
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 繊維・寝具 帽子
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 繊維・寝具 天幕
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 日用雑貨・金物 食器
270193 （株）フレーベル館 代表取締役社長 飯田　聡彦 準県内 東京都文京区本駒込六丁目１４番９号 03-5395-6600 室内装飾品 緞帳・暗幕
409544 （株）Ｖ‐Ｐｏｗｅｒ 代表取締役 小室　正則 県外 東京都品川区東品川三丁目６番５号 03-3458-4745 03-5479-1535 第１希望 燃料・電力 電力
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第１希望 運動用品 運動用品
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第１希望 運動用品 武道具
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第１希望 運動用品 体育器具
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第１希望 運動用品 運動衣
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第２希望 記念品・贈答品 記念品
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第３希望 書籍・教材 書籍
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第３希望 書籍・教材 教材
403042 （有）武道 代表取締役社長 栗山　將 県内 木更津市大和一丁目１０番３号 0438-23-6440 0438-23-6480 第３希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第１希望 印刷・製本 地図印刷
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 看板
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 模型・展示品
401115 （株）武揚堂 代表取締役 小島　武也 準県内 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 03-5704-7561 03-5704-6685 第２希望 看板・模型 その他 路面標示シート、車体利用広告物（バスラッピング・フィルム等）

410974 （株）ブレインサービス 代表取締役 桑原　昌次 県外 大阪府大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 06-6543-2338 06-6543-2337 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410974 （株）ブレインサービス 代表取締役 桑原　昌次 県外 大阪府大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 06-6543-2338 06-6543-2337 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
272623 （株）文化工房 代表取締役 三雲　薫 県外 東京都港区六本木五丁目１０番３１号 03-5770-7100 03-5700-7133 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
272623 （株）文化工房 代表取締役 三雲　薫 県外 東京都港区六本木五丁目１０番３１号 03-5770-7100 03-5700-7133 第１希望 印刷・製本 電子出版
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第１希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第２希望 車両 特殊車
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第２希望 車両 特種用途自動車
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第２希望 車両 その他 トラクター・乗用運搬車
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第３希望 産業用機器及び資材 その他 溶接機
400200 文平産業（株） 代表取締役 佐藤　直樹 県内 白井市復１４５４番地１２ 047-491-2226 047-491-4651 第４希望 土木・建築用機器及び資材 その他 発電機・投光器
174507 （株）ププルインターナショナル 代表取締役 関　秀樹 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号　錦中央ビル１０Ｆ 052-957-1801 052-957-1802 第１希望 リース 電気・通信機器
174507 （株）ププルインターナショナル 代表取締役 関　秀樹 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号　錦中央ビル１０Ｆ 052-957-1801 052-957-1802 第１希望 リース その他 携帯電話　スマートフォン　ＷｉＦｉ　ポケトーク　ＶＲ
174507 （株）ププルインターナショナル 代表取締役 関　秀樹 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号　錦中央ビル１０Ｆ 052-957-1801 052-957-1802 第２希望 通信機・家電 その他 携帯電話　スマートフォン
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
411263 （株）プラッシュ 代表取締役 坂上　惟如 県外 東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階 03-5937-3258 第２希望 文具・事務機器 事務機器
171493 （株）プラムシックス 代表取締役 古山　明 県内 千葉市中央区港町１２番２１号 043-223-5200 043-223-5207 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171493 （株）プラムシックス 代表取締役 古山　明 県内 千葉市中央区港町１２番２１号 043-223-5200 043-223-5207 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171493 （株）プラムシックス 代表取締役 古山　明 県内 千葉市中央区港町１２番２１号 043-223-5200 043-223-5207 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171493 （株）プラムシックス 代表取締役 古山　明 県内 千葉市中央区港町１２番２１号 043-223-5200 043-223-5207 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
171493 （株）プラムシックス 代表取締役 古山　明 県内 千葉市中央区港町１２番２１号 043-223-5200 043-223-5207 第２希望 リース 電算機
104554 （株）プラントサービス 代表取締役 砂塚　伸司 県外 茨城県土浦市神立町３６１５‐１ 029-830-1411 029-832-0096 第１希望 薬品 工業薬品
272630 平和機械（株） 代表取締役 小野　寛利 県外 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 052-332-1221 052-332-2151 第１希望 車両 特種用途自動車
272630 平和機械（株） 代表取締役 小野　寛利 県外 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 052-332-1221 052-332-2151 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
272630 平和機械（株） 代表取締役 小野　寛利 県外 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 052-332-1221 052-332-2151 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 消火器
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 避難器具
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 非常食
101178 平和防災（株） 代表取締役 佐藤　宣仁 県内 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 043-257-4330 043-257-8597 第１希望 消防・保安用品 防災用品
408802 ＨＥＮＮＧＥ（株） 代表取締役 小椋　一宏 県外 東京都渋谷区南平台町１６番２８号 03-6415-3660 03-6415-3661 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 治療用医薬品
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 検査試薬
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 培地
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170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 工業薬品
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 水道用薬品
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第１希望 薬品 防疫剤
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170541 （株）ベーシック・ジヤパン 代表取締役 高見勢　純一 県内 千葉市中央区今井一丁目１８番１９号 043-263-2571 043-263-4198 第３希望 消防・保安用品 防災用品
271555 （株）ベネッセコーポレーション 代表取締役 小林　仁 県外 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 086-225-1100 086-235-2258 第１希望 書籍・教材 教材
412382 （株）ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石　徳生 県外 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 03-6870-3900 03-6870-3801 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
412382 （株）ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石　徳生 県外 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 03-6870-3900 03-6870-3801 第１希望 医療用機器・衛生材料 その他 保健指導関連商品
412382 （株）ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石　徳生 県外 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 03-6870-3900 03-6870-3801 第２希望 その他物品 その他 保健指導関連商品、乳がんグラブ、メタボメジャー
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第１希望 車両 特殊車
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第１希望 車両 特種用途自動車
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第１希望 車両 その他 消防
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 消火器
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 避難器具
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 防災用品
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第２希望 消防・保安用品 その他 送風機、発電機、投光器、回転灯、消火剤、ノズル、非常用携帯充電器、作戦卓、その他消防用資機材

401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第３希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
401564 （株）ベルリング 代表取締役 飯野　塁 県外 東京都千代田区神田練塀町３富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 03-6206-0387 03-6206-0388 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 その他救急車搭載用医療機材
409381 ペンタフ（株） 代表取締役 平田　喜彦 県外 大阪府大阪市北区大淀中一丁目７番１０号 06-6458-1231 06-6458-1221 第１希望 理化学機器 測量機器
185636 （株）ホープ 代表取締役 時津　孝康 県外 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号ＭＧ薬院ビル 092-716-1404 092-716-1467 第１希望 燃料・電力 電力
185636 （株）ホープ 代表取締役 時津　孝康 県外 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号ＭＧ薬院ビル 092-716-1404 092-716-1467 第２希望 リース その他 広告付設置型授乳室
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第１希望 リース 電算機
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第１希望 リース 電気・通信機器
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第１希望 リース その他 自動音声電話案内システム賃貸借
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第３希望 その他物品 その他 自動音声電話案内システム機器等
406885 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 代表取締役 シバリ　フェルナンド 県外 東京都中野区中野四丁目１０番２号 03-5913-2302 03-3228-3119 第４希望 消防・保安用品 その他 防災用ボイステキスト
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 看板
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 標識
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第１希望 看板・模型 その他 路面シート
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第２希望 消防・保安用品 その他 交通安全保安用品
408914 （株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉 準県内 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 058-227-3400 058-227-3401 第３希望 通信機・家電 その他 ＬＥＤ照明機器
404442 （株）法研 代表取締役社長 東島　俊一 県外 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 03-3562-7654 03-3562-2614 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
404442 （株）法研 代表取締役社長 東島　俊一 県外 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 03-3562-7654 03-3562-2614 第２希望 書籍・教材 書籍
404442 （株）法研 代表取締役社長 東島　俊一 県外 東京都中央区銀座一丁目１０番１号 03-3562-7654 03-3562-2614 第３希望 記念品・贈答品 記念品
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 活版印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 地図印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 電子出版
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第１希望 印刷・製本 その他 シルク印刷、シール印刷、カード印刷、バーコ印刷
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 看板
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 標識
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 黒板
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 模型・展示品
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 ナンバープレート
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第２希望 看板・模型 その他 ステッカー、パネル
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第３希望 記念品・贈答品 記念品
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第３希望 記念品・贈答品 その他 啓発物品、ぬいぐるみ
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第４希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第４希望 繊維・寝具 帽子
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第４希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第４希望 繊維・寝具 天幕
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第４希望 繊維・寝具 その他 着ぐるみ、ぬいぐるみ
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
172787 （株）萌翔社 代表取締役 杉山　渉 県内 千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号 043-254-8611 043-285-1470 第５希望 消防・保安用品 防災用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第１希望 家具・什器 特注家具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 じゅうたん
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 カーテン
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 ブラインド
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 建具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第２希望 室内装飾品 畳
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 電話交換機
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 放送機器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 無線機器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 家電製品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 照明器具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第３希望 通信機・家電 空調機器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 看板
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 標識
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 黒板
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 模型・展示品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第４希望 看板・模型 ナンバープレート
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 消火器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 避難器具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 防火服・保護具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 災害救助機器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 非常食
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 警察用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 防犯用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 第５希望 消防・保安用品 防災用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 文具・事務機器 文房具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 文具・事務機器 用紙類
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 文具・事務機器 事務機器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 文具・事務機器 印章
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 作業服・事務服
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 帽子
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 白衣
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 寝具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 繊維・寝具 天幕
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 金物
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 食器
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 工具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 家庭用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 日用雑貨・金物 荒物
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 運動用品 運動用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 運動用品 武道具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 運動用品 体育器具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 運動用品 運動衣
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 運動用品 レジャー用品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 その他物品 選挙備品
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 その他物品 遊具
171240 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 代表取締役 浅野　邦明 県内 千葉市中央区長洲二丁目１３番６号田中ビル 043-227-6311 043-227-6347 その他物品 葬儀用品
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第２希望 看板・模型 看板
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
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170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
170133 （株）豊文堂 代表取締役 山内　みどり 県内 茂原市早野１１４３番地 0475-22-3345 0475-22-3553 第３希望 記念品・贈答品 記念品
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第２希望 通信機・家電 放送機器
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第２希望 通信機・家電 無線機器
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第２希望 通信機・家電 照明器具
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第２希望 通信機・家電 空調機器
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第３希望 理化学機器 電気計測器
102872 北総電機産業（株） 代表取締役 椎名　教泰 県内 船橋市本郷町７２０番地 047-335-1331 047-335-2800 第４希望 消防・保安用品 災害救助機器
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 消火器
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 避難器具
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 非常食
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
185236 北総防災（株） 代表取締役 室井　秀 県内 佐倉市中志津四丁目３番６号 043-487-2008 043-463-0439 第１希望 消防・保安用品 防災用品
173185 （株）保健同人社 代表取締役 中島　敏樹 県外 東京都千代田区一番町４番地４ 03-3234-8005 03-3234-6805 第１希望 書籍・教材 書籍
173185 （株）保健同人社 代表取締役 中島　敏樹 県外 東京都千代田区一番町４番地４ 03-3234-8005 03-3234-6805 第１希望 書籍・教材 その他 健康啓発用リーフット
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第１希望 書籍・教材 書籍
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第１希望 書籍・教材 教材
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第２希望 繊維・寝具 白衣
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第３希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第４希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第４希望 記念品・贈答品 記念品
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第５希望 運動用品 運動用品
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 第５希望 運動用品 体育器具
274337 （株）保健福祉ネットワーク 代表取締役 小林　秀一 県外 東京都台東区北上野二丁目２８番２号 03-5806-3553 03-5806-3555 その他物品 その他 エプロン　遊具、フードモデル、
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第１希望 薬品 医療用ガス
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第１希望 薬品 工業用ガス
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第２希望 医療用機器・衛生材料
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第３希望 リース 医療機器
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 第３希望 リース 寝具・オムツ
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 繊維・寝具 白衣
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 繊維・寝具 寝具
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 消防・保安用品 消火器
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
104516 （株）星医療酸器 代表取締役社長 星　幸男 準県内 東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 03-3899-2101 03-3899-2333 靴・革製品 病院用シューズ
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第１希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第２希望 文具・事務機器 文房具
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第２希望 文具・事務機器 事務機器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第３希望 日用雑貨・金物 食器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第３希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第３希望 日用雑貨・金物 荒物
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第４希望 通信機・家電 家電製品
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第４希望 通信機・家電 空調機器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第５希望 農業用機器及び資材 農機具
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第５希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
171063 ホシザキ関東（株） 代表取締役 五十嵐　勝則 準県内 東京都文京区白山四丁目３７番３３号 03-3943-6231 03-3943-7404 第５希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 消火器
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 避難器具
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 非常食
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 警察用品
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172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 防災用品
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第１希望 消防・保安用品 その他 災害用備蓄日用品
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第２希望 靴・革製品 革靴
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第２希望 靴・革製品 雨衣
172532 星野総合商事（株） 代表取締役 星野　晃一郎 準県内 埼玉県川口市本蓮一丁目１番９号 048-283-3911 048-282-1999 第３希望 その他物品 その他 防災倉庫
132222 （株）保全工学研究所 代表取締役 天野　勲 県外 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 03-5283-8111 03-5283-8125 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
132222 （株）保全工学研究所 代表取締役 天野　勲 県外 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 03-5283-8111 03-5283-8125 第２希望 写真機 写真機
132222 （株）保全工学研究所 代表取締役 天野　勲 県外 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 03-5283-8111 03-5283-8125 第２希望 写真機 その他 付属機器
132222 （株）保全工学研究所 代表取締役 天野　勲 県外 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 03-5283-8111 03-5283-8125 第３希望 土木・建築用機器及び資材 その他 ＫＫクラックセンサー
131329 北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 準県内 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 0166-61-5531 0166-61-3300 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
131329 北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 準県内 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 0166-61-5531 0166-61-3300 第１希望 印刷・製本 地図印刷
131329 北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 準県内 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 0166-61-5531 0166-61-3300 第２希望 看板・模型 看板
131329 北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 準県内 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 0166-61-5531 0166-61-3300 第２希望 看板・模型 模型・展示品
131329 北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 準県内 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 0166-61-5531 0166-61-3300 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第１希望 燃料・電力 自動車燃料
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第１希望 燃料・電力 燃料油
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第１希望 燃料・電力 潤滑油
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第１希望 燃料・電力 プロパンガス
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第３希望 通信機・家電 家電製品
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第３希望 通信機・家電 照明器具
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第３希望 通信機・家電 空調機器
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第４希望 水道・ガス用資材 ガスメーター
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第４希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
171726 （株）堀江商店 代表取締役社長 堀江　秀之介 県内 千葉市中央区神明町３２番地１ 043-241-9161 043-243-6010 第５希望 消防・保安用品 消火器
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第１希望 車両 乗用車
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第１希望 車両 貨物自動車
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第１希望 車両 軽自動車
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第１希望 車両 特殊車
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第１希望 車両 特種用途自動車
401582 （株）ホンダカーズ千葉 代表取締役 吉田　俊二 県内 千葉市中央区都町二丁目２０番１２号 043-214-0771 043-214-0772 第２希望 リース 自動車・船舶
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 消火器
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 避難器具
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 非常食
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第１希望 消防・保安用品 防災用品
173875 （株）ボーサイ市原 代表取締役 滝口　滋 県内 市原市白金町三丁目５０番地３ 0436-26-9600 0436-26-9602 第２希望 リース その他 消火器
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 オフセット印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 活版印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 特殊印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 地図印刷
130538 （株）ボーソーテック 代表取締役 柴　一規 県内 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 043-214-0588 043-214-0589 第２希望 印刷・製本 電子出版
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 消火器
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 避難器具
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 非常食
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第１希望 消防・保安用品 防災用品
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第２希望 通信機・家電 電話交換機
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第２希望 通信機・家電 放送機器
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第２希望 通信機・家電 無線機器
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101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第３希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第４希望 その他物品 ガラス・フィルム
101084 防災技術センター（株） 代表取締役 宮川　哲男 県内 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 043-264-1182 043-265-8900 第５希望 リース その他 消火器
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 第１希望 理化学機器 顕微鏡
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 文具・事務機器 事務機器
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 書籍・教材 書籍
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 書籍・教材 教材
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 書籍・教材 理科実験機器
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 書籍・教材 実習用機器
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 書籍・教材 視聴覚教育機器
273549 房総教材（株） 代表取締役 谷合　敬 県内 東金市山田１１９番地２ 0475-52-0038 0475-55-2869 医療用機器・衛生材料 衛生材料
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第１希望 消防・保安用品 消火器
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第１希望 消防・保安用品 避難器具
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第１希望 消防・保安用品 防災用品
181218 房総メンテナンス（株） 代表取締役 庄司　和正 県内 習志野市東習志野一丁目５番１１号 047-479-5415 047-477-5201 第２希望 薬品 水道用薬品
173870 墨東化成工業（株） 取締役社長 老田　勝 県外 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 03-3635-1111 03-3635-1119 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
271591 （株）マーク 代表取締役 舩戸　和加 県外 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 0574-25-2755 0574-25-0430 第１希望 看板・模型 看板
271591 （株）マーク 代表取締役 舩戸　和加 県外 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 0574-25-2755 0574-25-0430 第１希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
271591 （株）マーク 代表取締役 舩戸　和加 県外 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 0574-25-2755 0574-25-0430 第１希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第１希望 電算機・電算用品 その他 ハンディターミナル機器
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第３希望 通信機・家電 その他 水道検針用スマートフォン
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第４希望 リース 電算機
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 第５希望 水道・ガス用資材 その他 水道メーター無線検針機器
408467 （株）マイシステム 代表取締役 伊田　博 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 025-240-8700 025-240-8710 文具・事務機器 事務機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第２希望 不用品買受 機械
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第３希望 リース 電算機
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第３希望 リース 電気・通信機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第４希望 通信機・家電 電話交換機
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第４希望 通信機・家電 無線機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第４希望 通信機・家電 家電製品
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第４希望 通信機・家電 照明器具
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 第５希望 書籍・教材 教育機器
405564 （有）マスター 代表取締役 橘　弘 県外 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号 03-3322-3211 03-3322-1777 文具・事務機器 事務機器
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第１希望 家具・什器 特注家具
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 じゅうたん
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 カーテン
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 ブラインド
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 簡易間仕切り
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 建具
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第２希望 室内装飾品 畳
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第３希望 文具・事務機器 文房具
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第３希望 文具・事務機器 用紙類
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第３希望 文具・事務機器 印章
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 看板
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 標識
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 黒板
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 模型・展示品
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第４希望 看板・模型 ナンバープレート
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 電話交換機
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 放送機器
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 無線機器
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171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 家電製品
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 照明器具
171243 （株）マスダ 代表取締役 増田　昌彦 県内 千葉市中央区中央三丁目１３番３号 043-227-9009 043-227-3188 第５希望 通信機・家電 空調機器
104585 マスプロ電工（株） 代表取締役 端山　佳誠 県外 愛知県日進市浅田町上納８０番地 052-802-2225 052-802-2200 第１希望 通信機・家電 放送機器
104585 マスプロ電工（株） 代表取締役 端山　佳誠 県外 愛知県日進市浅田町上納８０番地 052-802-2225 052-802-2200 第１希望 通信機・家電 その他 テレビ受信関連機器・セキュリティ機器・ＩｏＴソリューション関連機器

104585 マスプロ電工（株） 代表取締役 端山　佳誠 県外 愛知県日進市浅田町上納８０番地 052-802-2225 052-802-2200 第２希望 その他物品 その他 テレビ電波障害調査
170173 （株）マックス 代表取締役 麻生　正視 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-25-1771 0475-25-4455 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170173 （株）マックス 代表取締役 麻生　正視 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-25-1771 0475-25-4455 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
170173 （株）マックス 代表取締役 麻生　正視 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-25-1771 0475-25-4455 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
170173 （株）マックス 代表取締役 麻生　正視 県内 茂原市小林１９７６番地２ 0475-25-1771 0475-25-4455 第１希望 印刷・製本 活版印刷
171778 松勘工業（株） 代表取締役 安藤　慎吾 県外 埼玉県加須市土手一丁目４番２７号 0480-61-2211 0480-61-2044 第１希望 運動用品 運動用品
171778 松勘工業（株） 代表取締役 安藤　慎吾 県外 埼玉県加須市土手一丁目４番２７号 0480-61-2211 0480-61-2044 第１希望 運動用品 武道具
171778 松勘工業（株） 代表取締役 安藤　慎吾 県外 埼玉県加須市土手一丁目４番２７号 0480-61-2211 0480-61-2044 第１希望 運動用品 体育器具
171778 松勘工業（株） 代表取締役 安藤　慎吾 県外 埼玉県加須市土手一丁目４番２７号 0480-61-2211 0480-61-2044 第１希望 運動用品 運動衣
171778 松勘工業（株） 代表取締役 安藤　慎吾 県外 埼玉県加須市土手一丁目４番２７号 0480-61-2211 0480-61-2044 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
172228 松田産業（株） 代表取締役 松田　芳明 県外 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 03-3993-7532 03-3948-0024 第１希望 不用品買受 その他 古フィルム、現像廃液、粗銀等、金属類買受（パソコン、ＯＡ機器買受等）

100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 木材
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第１希望 土木・建築用機器及び資材 その他 ガードレール、道路反射鏡等の交通安全施設用品
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 看板
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 標識
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 黒板
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第３希望 その他物品 遊具
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第３希望 その他物品 その他 カラーコーン、バリケード等の保安用品
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第４希望 日用雑貨・金物 工具
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第４希望 日用雑貨・金物 塗料
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第５希望 文具・事務機器 文房具
100908 松峰工業（株） 代表取締役 長谷川　秀雄 県内 市原市武士４７１番地１ 0436-36-6410 0436-36-6240 第５希望 文具・事務機器 用紙類
375774 （株）松村エンジニアリング 代表取締役 松村　レミ 県外 東京都台東区柳橋二丁目１８番４号 03-6858-6611 03-6858-6711 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
375774 （株）松村エンジニアリング 代表取締役 松村　レミ 県外 東京都台東区柳橋二丁目１８番４号 03-6858-6611 03-6858-6711 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
375774 （株）松村エンジニアリング 代表取締役 松村　レミ 県外 東京都台東区柳橋二丁目１８番４号 03-6858-6611 03-6858-6711 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
375774 （株）松村エンジニアリング 代表取締役 松村　レミ 県外 東京都台東区柳橋二丁目１８番４号 03-6858-6611 03-6858-6711 第２希望 文具・事務機器 事務機器
104548 （株）松村電機製作所 代表取締役 松村　秀一 県外 東京都文京区根津二丁目１２番１号 03-3821-6169 03-5685-3144 第１希望 通信機・家電 照明器具
104548 （株）松村電機製作所 代表取締役 松村　秀一 県外 東京都文京区根津二丁目１２番１号 03-3821-6169 03-5685-3144 第１希望 通信機・家電 その他 舞台照明器具
104548 （株）松村電機製作所 代表取締役 松村　秀一 県外 東京都文京区根津二丁目１２番１号 03-3821-6169 03-5685-3144 第２希望 その他物品 その他 舞台照明器具
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第１希望 リース 電算機
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第１希望 リース その他 自社開発ソフト（地籍調査関連ソフト、ＧＩＳ関連ソフト等）コンピュータ及び周辺機器

231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
231525 （株）松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 準県内 徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 088-626-0788 088-622-1768 第３希望 理化学機器 測量機器
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第１希望 リース 寝具・オムツ
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第１希望 リース その他 ベッド、カーテン・ブラインド、什器、制服・作業服、タオル
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 帽子
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 白衣
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 寝具
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第２希望 繊維・寝具 天幕
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 カーテン
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 ブラインド
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第３希望 室内装飾品 建具
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
172205 松本寝具（株） 代表取締役 松本　行雄 県外 東京都江東区南砂五丁目１５番１１号 03-3645-8511 03-3645-1311 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
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170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170707 マテリクス（株） 代表取締役 岡本　保 準県内 大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 06-6538-0233 06-6538-0031 第１希望 医療用機器・衛生材料
171367 （株）マプコン 代表取締役 馬場　浩司 県外 東京都中央区入船三丁目１番１３号 03-3523-4640 03-3523-4643 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
171367 （株）マプコン 代表取締役 馬場　浩司 県外 東京都中央区入船三丁目１番１３号 03-3523-4640 03-3523-4643 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171367 （株）マプコン 代表取締役 馬場　浩司 県外 東京都中央区入船三丁目１番１３号 03-3523-4640 03-3523-4643 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
171367 （株）マプコン 代表取締役 馬場　浩司 県外 東京都中央区入船三丁目１番１３号 03-3523-4640 03-3523-4643 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第１希望 消防・保安用品 消火器
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第２希望 通信機・家電 放送機器
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第２希望 通信機・家電 家電製品
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第２希望 通信機・家電 照明器具
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第２希望 通信機・家電 空調機器
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第３希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
101698 （株）間宮電気工業 代表取締役 間宮　大輔 県内 南房総市和田町和田５８５番地 0470-47-2135 0470-47-2112 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第１希望 リース 寝具・オムツ
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第２希望 繊維・寝具 帽子
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第２希望 繊維・寝具 白衣
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第２希望 繊維・寝具 寝具
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第３希望 室内装飾品 カーテン
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第４希望 通信機・家電 家電製品
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第５希望 消防・保安用品 非常食
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 第５希望 消防・保安用品 防災用品
172456 （株）マルイチ 代表取締役 柴橋　敦也 県内 市原市五井８９１４番地 0436-21-1335 0436-21-5549 靴・革製品 作業靴・安全靴
170589 丸十薬品（株） 代表取締役 倉谷　通孝 準県内 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 03-5651-3531 03-5651-3113 第１希望 薬品 工業薬品
170589 丸十薬品（株） 代表取締役 倉谷　通孝 準県内 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 03-5651-3531 03-5651-3113 第１希望 薬品 水道用薬品
170589 丸十薬品（株） 代表取締役 倉谷　通孝 準県内 東京都中央区日本橋中洲１２番１０号 03-5651-3531 03-5651-3113 第１希望 薬品 防疫剤
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
104430 （株）マルゼン 代表取締役 渡辺　恵一 準県内 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 03-5603-7111 03-5603-7738 第２希望 日用雑貨・金物 食器
274134 （株）丸善グループ 代表取締役 森下　みどり 県外 岐阜県岐阜市則松二丁目１２番地１ 058-239-9671 058-293-9031 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
274134 （株）丸善グループ 代表取締役 森下　みどり 県外 岐阜県岐阜市則松二丁目１２番地１ 058-239-9671 058-293-9031 第２希望 リース その他 公営選挙用ポスター掲示板
274134 （株）丸善グループ 代表取締役 森下　みどり 県外 岐阜県岐阜市則松二丁目１２番地１ 058-239-9671 058-293-9031 第３希望 その他物品 その他 選挙用ポスター掲示板
101139 丸徳興業（株） 代表取締役 徳山　東見 県内 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 043-255-1316 043-251-7236 第１希望 不用品買受 金属くず
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第１希望 看板・模型 その他 街区表示板、住居表示板、町名表示板、住居番号表示板、住居表示案内板、街区案内板、数字ステッカー等

131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第２希望 印刷・製本 地図印刷
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第２希望 印刷・製本 その他 陽画焼付、コピー、カラーコピー等
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第３希望 リース 電算機
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第３希望 リース 事務機器・視聴覚機器
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第３希望 リース 電気・通信機器
131446 （株）丸菱行政地図 代表取締役 吉冨　明 準県内 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 03-5815-4830 03-5815-4832 第３希望 リース その他 パソコン、ソフトウェア、システム等
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 電話交換機
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 放送機器
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 無線機器
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 家電製品
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 照明器具
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第１希望 通信機・家電 空調機器
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第２希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第３希望 産業用機器及び資材 電動工具
101384 （株）丸平電気 代表取締役 青木　拓也 県内 香取郡多古町飯笹７７番地１ 0479-75-0898 0479-75-0941 第３希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
409471 丸紅新電力（株） 代表取締役 山本　毅嗣 県外 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 03-3282-4788 03-3282-3309 第１希望 燃料・電力 電力
409471 丸紅新電力（株） 代表取締役 山本　毅嗣 県外 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 03-3282-4788 03-3282-3309 第２希望 不用品買受 その他 余剰電力の購入
104497 丸茂電機（株） 代表取締役 丸茂　正俊 県外 東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地 03-3252-0321 03-5256-9362 第１希望 通信機・家電 その他 舞台照明器具
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 金属くず
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 機械
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 自動車
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 自転車
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 資源物
283690 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 県外 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 0595-20-1631 0595-20-1740 第１希望 不用品買受 その他 その他古物
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第２希望 文具・事務機器 文房具

123／141



令和２・３年度長生村入札参加資格者名簿（当初・物品）公表用

業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第２希望 文具・事務機器 用紙類
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第２希望 文具・事務機器 事務機器
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第３希望 印刷・製本 フォーム印刷
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 第５希望 写真機 写真機
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 リース 事務機器・視聴覚機器
410629 （有）ミキコーポレーション 代表取締役 長尾　幹雄 県内 鎌ヶ谷市東初富三丁目４番４６‐７号 047-406-4718 047-406-4751 リース 電気・通信機器
172275 三喜産業（株） 代表取締役 澤田　貞章 県外 東京都千代田区鍛冶町二丁目２番地２号 03-3256-0711 03-3256-0758 第１希望 その他物品 その他 各種フィルタ
132073 （株）水辺環境研究所 代表取締役 入江　光一郎 県内 印旛郡酒々井町上岩橋１４３番地１号 043-235-8270 043-235-8271 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
132073 （株）水辺環境研究所 代表取締役 入江　光一郎 県内 印旛郡酒々井町上岩橋１４３番地１号 043-235-8270 043-235-8271 第１希望 農業用機器及び資材 その他 ドローン
132073 （株）水辺環境研究所 代表取締役 入江　光一郎 県内 印旛郡酒々井町上岩橋１４３番地１号 043-235-8270 043-235-8271 産業用機器及び資材 その他 ドローン
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 電算機
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 医療機器
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 電気・通信機器
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 自動車・船舶
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース 仮設建物
375201 みずほリース（株） 代表取締役社長 本山　博史 県外 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 03-5253-6577 03-5253-6557 第１希望 リース その他 空調機器、建設機械　他動産全般
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第１希望 リース 電算機
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第１希望 リース 電気・通信機器
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第２希望 印刷・製本 フォーム印刷
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173410 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３ 0776-67-8005 0776-67-8024 第４希望 文具・事務機器 事務機器
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第１希望 通信機・家電 放送機器
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第１希望 通信機・家電 無線機器
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第２希望 消防・保安用品 防災用品
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第４希望 写真機 写真機
131422 三井共同建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 中野　宇助 準県内 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 03-3495-1321 03-3495-1330 第５希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172207 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 03-6858-9203 03-6858-9172 第１希望 リース 電算機
172207 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 03-6858-9203 03-6858-9172 第１希望 リース 医療機器
172207 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 03-6858-9203 03-6858-9172 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172207 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 03-6858-9203 03-6858-9172 第１希望 リース 電気・通信機器
172207 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 03-6858-9203 03-6858-9172 第１希望 リース その他 情報通信機器、道路照明灯　商業機器、建設機械、建物のリース等

275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第１希望 文具・事務機器 文房具
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第１希望 文具・事務機器 事務機器
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第３希望 通信機・家電 電話交換機
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第３希望 通信機・家電 無線機器
275241 ミツイワ（株） 代表取締役 羅本　礼二 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 03-3407-2181 03-3407-2180 第３希望 通信機・家電 照明器具
407931 ミツウロコグリーンエネルギー（株） 代表取締役社長 二見　敦 県外 東京都中央区日本橋二丁目１１番２号 03-6758-6311 03-3246-2350 第１希望 燃料・電力 電力
105245 三木造園土木（株） 代表取締役 鈴木　祥子 県内 君津市北子安一丁目１４番１２号 0439-52-0559 0439-54-5059 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
105245 三木造園土木（株） 代表取締役 鈴木　祥子 県内 君津市北子安一丁目１４番１２号 0439-52-0559 0439-54-5059 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
105245 三木造園土木（株） 代表取締役 鈴木　祥子 県内 君津市北子安一丁目１４番１２号 0439-52-0559 0439-54-5059 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
271719 三菱オートリース（株） 代表取締役 東馬　圭一 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号 03-5476-9433 03-3452-5186 第１希望 リース 自動車・船舶
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第１希望 リース その他 地下水膜ろ過システム、工業用水膜ろ過処理・飲料化システム、排水リサイクルシステム

403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第２希望 水道・ガス用資材 水道メーター
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第２希望 水道・ガス用資材 バルブ
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第２希望 水道・ガス用資材 ろ過材
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第２希望 水道・ガス用資材 その他 地下水膜ろ過システム
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第３希望 その他物品 その他 地下水膜ろ過システム
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第４希望 消防・保安用品 非常食
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第４希望 消防・保安用品 防災用品
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第４希望 消防・保安用品 その他 災害時非常用浄水装置
403462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 代表取締役 柳川　秀人 県外 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 03-6748-7458 03-5487-6751 第５希望 産業用機器及び資材 その他 工業用水飲料化システム
408786 三菱重工冷熱（株） 代表取締役 菊地　剛彦 準県内 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-6891-4440 03-6891-4474 第１希望 通信機・家電 空調機器
408786 三菱重工冷熱（株） 代表取締役 菊地　剛彦 準県内 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 03-6891-4440 03-6891-4474 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
172165 三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-5496-9255 03-5496-9926 第１希望 リース 電算機
172165 三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-5496-9255 03-5496-9926 第１希望 リース 医療機器
172165 三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-5496-9255 03-5496-9926 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172165 三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-5496-9255 03-5496-9926 第１希望 リース 自動車・船舶
172165 三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 県外 東京都品川区大崎一丁目６番３号 03-5496-9255 03-5496-9926 第１希望 リース その他 産業機械、運転シミュレータ、駐車場管理システム、セキュリティ関連機器、大型映像装置　等

104900 三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 吉川　正巳 準県内 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 03-5810-5300 03-5810-5501 第１希望 通信機・家電 電話交換機
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104900 三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 吉川　正巳 準県内 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 03-5810-5300 03-5810-5501 第１希望 通信機・家電 家電製品
104900 三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 吉川　正巳 準県内 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 03-5810-5300 03-5810-5501 第１希望 通信機・家電 照明器具
104900 三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 吉川　正巳 準県内 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 03-5810-5300 03-5810-5501 第１希望 通信機・家電 空調機器
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 貨物自動車
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 バス
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 特殊車
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 特種用途自動車
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 自動車修理
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 タイヤ
173210 三菱ふそうトラック・バス（株） 代表取締役 ハートムット・シック 県外 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 044-330-7700 044-330-5828 第１希望 車両 自動車用品
104593 三菱プレシジョン（株） 代表取締役 藤本　聖二 県外 東京都江東区有明三丁目５番７号 03-5531-8060 03-5531-8142 第１希望 産業用機器及び資材 その他 駐車場システム及び安全教育用他各種シミュレータ
104593 三菱プレシジョン（株） 代表取締役 藤本　聖二 県外 東京都江東区有明三丁目５番７号 03-5531-8060 03-5531-8142 第２希望 理化学機器 その他 各種シミュレーション機器
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第１希望 通信機・家電 電話交換機
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第１希望 通信機・家電 放送機器
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第１希望 通信機・家電 無線機器
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第１希望 通信機・家電 その他 消防用指令装置、アンテナ、通信機器付属品
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第２希望 リース 電算機
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第２希望 リース 電気・通信機器
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第２希望 リース その他 消防用指令装置
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第３希望 理化学機器 気象・公害測定機器
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
106319 三峰無線（株） 代表取締役 関口　泰彦 準県内 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 03-3527-3881 03-6206-2118 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第１希望 家具・什器 特注家具
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第２希望 文具・事務機器 文房具
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第２希望 文具・事務機器 用紙類
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第２希望 文具・事務機器 事務機器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第２希望 文具・事務機器 印章
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第２希望 文具・事務機器 その他 オフィス生活用品・雑貨
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第３希望 通信機・家電 家電製品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第３希望 通信機・家電 照明器具
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第４希望 電算機・電算用品 その他 ＯＡ関連用品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第５希望 リース 電算機
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第５希望 リース 電気・通信機器
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 第５希望 リース その他 スチール家具
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 印刷・製本 軽オフセット印刷
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 印刷・製本 オフセット印刷
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 印刷・製本 フォーム印刷
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 記念品・贈答品 販促用品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 記念品・贈答品 記念品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 記念品・贈答品 その他 ギフト
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 写真機 写真機
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 写真機 映写機
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 写真機 フィルム
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 消防・保安用品 非常食
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 消防・保安用品 防犯用品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 消防・保安用品 防災用品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 日用雑貨・金物 家庭用品
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 日用雑貨・金物 荒物
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 室内装飾品 ブラインド
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 室内装飾品 簡易間仕切り
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 看板・模型 掲示板・標示板
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 看板・模型 黒板
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170341 （株）ミツワ堂 代表取締役 鈴木　和弘 県内 習志野市大久保二丁目４番５号 047-472-6155 047-478-9564 その他物品 ダンボール
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
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170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 非常食
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 防災用品
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第１希望 消防・保安用品 その他 安全衛生保護具
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第２希望 靴・革製品 革靴
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第２希望 靴・革製品 病院用シューズ
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第２希望 靴・革製品 手袋
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第２希望 靴・革製品 雨衣
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第３希望 繊維・寝具 作業服・事務服
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第３希望 繊維・寝具 帽子
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第３希望 繊維・寝具 白衣
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第３希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 看板
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 掲示板・標示板
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 標識
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 黒板
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 第５希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170480 ミドリ安全（株） 代表取締役 松村　不二夫 準県内 東京都渋谷区広尾五丁目４番３号 03-3442-8261 03-3444-3130 通信機・家電 無線機器
411293 南空知リサイクルパーク（株） 代表取締役 山下　大貴 県外 北海道夕張郡長沼町北町二丁目５番６号 0123-76-7731 0123-76-7732 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋
411293 南空知リサイクルパーク（株） 代表取締役 山下　大貴 県外 北海道夕張郡長沼町北町二丁目５番６号 0123-76-7731 0123-76-7732 第２希望 その他物品 その他 指定ごみ袋
411455 （株）南日本情報処理センター 代表取締役　 松窪　寛 県外 鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 099-269-9700 099-269-9701 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
411455 （株）南日本情報処理センター 代表取締役　 松窪　寛 県外 鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 099-269-9700 099-269-9701 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
411455 （株）南日本情報処理センター 代表取締役　 松窪　寛 県外 鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 099-269-9700 099-269-9701 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
411455 （株）南日本情報処理センター 代表取締役　 松窪　寛 県外 鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 099-269-9700 099-269-9701 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
411455 （株）南日本情報処理センター 代表取締役　 松窪　寛 県外 鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 099-269-9700 099-269-9701 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
271732 （株）美濃忠 代表取締役 本多　昭亘 県内 千葉市稲毛区穴川三丁目８番１０号 043-255-1211 043-255-9284 第１希望 その他物品 食品関係
271732 （株）美濃忠 代表取締役 本多　昭亘 県内 千葉市稲毛区穴川三丁目８番１０号 043-255-1211 043-255-9284 第１希望 その他物品 その他 食品衛生・調理備品
271732 （株）美濃忠 代表取締役 本多　昭亘 県内 千葉市稲毛区穴川三丁目８番１０号 043-255-1211 043-255-9284 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
271732 （株）美濃忠 代表取締役 本多　昭亘 県内 千葉市稲毛区穴川三丁目８番１０号 043-255-1211 043-255-9284 第３希望 消防・保安用品 非常食
411607 （株）ミフジ 代表取締役 白井　実 県内 袖ケ浦市奈良輪３３８番地２ 0438-40-5188 0438-62-4841 第１希望 その他物品 その他 いのしし捕獲箱罠
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 消火器
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 避難器具
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第１希望 消防・保安用品 防災用品
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第２希望 通信機・家電 無線機器
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第３希望 靴・革製品 革靴
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第３希望 靴・革製品 手袋
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第３希望 靴・革製品 雨衣
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第３希望 靴・革製品 皮革製品
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第４希望 リース 電気・通信機器
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第４希望 リース その他 消防被服
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第５希望 看板・模型 掲示板・標示板
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第５希望 看板・模型 標識
405356 三益消防機材（株） 代表取締役 山口　康昭 県内 市川市国分三丁目２１番２１号 047-372-2128 047-703-8898 第５希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第１希望 通信機・家電 電話交換機
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第１希望 通信機・家電 放送機器
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第１希望 通信機・家電 家電製品
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第２希望 リース 電算機
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第２希望 リース 電気・通信機器
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
101004 宮川電気通信工業（株） 代表取締役 宮川　光生 県内 千葉市中央区院内一丁目２番１号 043-225-1311 043-222-1330 第４希望 文具・事務機器 事務機器
271735 （有）宮崎商会 取締役 宮崎　勝巳 県内 四街道市みのり町４番地の７ 043-432-9268 043-432-5505 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
271735 （有）宮崎商会 取締役 宮崎　勝巳 県内 四街道市みのり町４番地の７ 043-432-9268 043-432-5505 第１希望 日用雑貨・金物 その他 指定ごみ袋
271735 （有）宮崎商会 取締役 宮崎　勝巳 県内 四街道市みのり町４番地の７ 043-432-9268 043-432-5505 第２希望 その他物品 ダンボール
271735 （有）宮崎商会 取締役 宮崎　勝巳 県内 四街道市みのり町４番地の７ 043-432-9268 043-432-5505 第２希望 その他物品 その他 指定ごみ袋
271735 （有）宮崎商会 取締役 宮崎　勝巳 県内 四街道市みのり町４番地の７ 043-432-9268 043-432-5505 第３希望 文具・事務機器 その他 不織布バッグ
130482 （株）美幸測量 代表取締役 石井　克幸 県内 茂原市押日５９５番地５ 0475-24-9220 0475-24-9698 第１希望 その他物品 その他 測量業務におけるその他物品
130482 （株）美幸測量 代表取締役 石井　克幸 県内 茂原市押日５９５番地５ 0475-24-9220 0475-24-9698 第２希望 印刷・製本 その他 カラーコピー機における印刷
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第１希望 通信機・家電 電話交換機
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第１希望 通信機・家電 放送機器
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第１希望 通信機・家電 無線機器
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第１希望 通信機・家電 照明器具
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第３希望 消防・保安用品 防犯用品
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第３希望 消防・保安用品 防災用品
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第４希望 文具・事務機器 事務機器
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 第５希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 リース 電算機
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 リース 事務機器・視聴覚機器
104792 （株）ミライト 代表取締役社長 中山　俊樹 準県内 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 03-6807-3781 03-5548-1090 リース 電気・通信機器
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 活版印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 地図印刷
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第１希望 印刷・製本 電子出版
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第２希望 書籍・教材 書籍
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第２希望 書籍・教材 地図
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第２希望 書籍・教材 教材
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第２希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第３希望 看板・模型 看板
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第３希望 看板・模型 掲示板・標示板
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第３希望 看板・模型 標識
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第４希望 記念品・贈答品 記念品
405838 ムーングラフィカ（株） 代表取締役社長 吉岡　慎介 県内 千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階 043-306-9598 第５希望 その他物品 ガラス・フィルム
404400 （株）向田工業所 代表取締役 向田　博 県外 静岡県藤枝市岡部町岡部１８２６番１ 054-667-7000 054-667-7001 第１希望 その他物品 選挙備品
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第１希望 その他物品 選挙備品
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第１希望 その他物品 その他 選挙関連ソフトウェア
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第２希望 文具・事務機器 事務機器
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第２希望 文具・事務機器 その他 マイクロフイルム機材、ドキュメントスキャナ
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第４希望 記念品・贈答品 その他 啓発用物品
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 第５希望 リース その他 マイクロフイルム機材、ドキュメントスキャナ
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 印刷・製本 フォーム印刷
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 印刷・製本 特殊印刷
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170289 （株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 準県内 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 03-3546-7711 03-3546-7832 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第１希望 厨房機器・浴槽設備 その他 厨房用防火装置
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 金物
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 食器
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 工具
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 家庭用品
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第３希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第３希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
171042 （株）村幸 代表取締役 村田　裕太 県外 東京都港区新橋四丁目６番８号 03-5777-0011 03-5777-0017 第４希望 その他物品 ごみ処理装置
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 消火器
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 避難器具
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
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204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 非常食
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 警察用品
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 防災用品
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第１希望 消防・保安用品 その他 防災倉庫棟
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第２希望 通信機・家電 無線機器
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第３希望 靴・革製品 革靴
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第３希望 靴・革製品 手袋
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第３希望 靴・革製品 雨衣
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第３希望 靴・革製品 皮革製品
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第４希望 その他物品 食品関係
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第４希望 その他物品 ダンボール
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第４希望 その他物品 その他 油吸着マット
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第５希望 繊維・寝具 作業服・事務服
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 第５希望 繊維・寝具 帽子
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 記念品・贈答品 バッジ・メダル
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 日用雑貨・金物 工具
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 車両 自動車用品
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 家具・什器 その他 椅子　机
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 室内装飾品 簡易間仕切り
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 看板・模型 看板
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 看板・模型 掲示板・標示板
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 看板・模型 標識
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 看板・模型 のぼり・旗・たすき
204458 ムラスギ防災（株） 代表取締役 小高　利弘 県内 茂原市高師町三丁目５番地３ 0475-20-3033 0475-47-2117 土木・建築用機器及び資材 その他 カーブミラ
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第１希望 家具・什器 木製家具・什器
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第１希望 家具・什器 スチール製家具・什器
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第１希望 家具・什器 特注家具
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第２希望 看板・模型 看板
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第２希望 看板・模型 模型・展示品
104704 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 県外 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808 03-6221-1902 第３希望 リース その他 催事・イベント備品
104647 明協電機（株） 代表取締役 藤山　勝 県外 東京都港区芝大門二丁目５番８号 03-3433-0885 03-3433-0874 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104647 明協電機（株） 代表取締役 藤山　勝 県外 東京都港区芝大門二丁目５番８号 03-3433-0885 03-3433-0874 第１希望 産業用機器及び資材 その他 上下水道施設用計器類他
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第１希望 不用品買受 金属くず
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第２希望 文具・事務機器 文房具
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第２希望 文具・事務機器 用紙類
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第２希望 文具・事務機器 その他 保管箱
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第３希望 繊維・寝具 その他 軍手・軍足
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第４希望 日用雑貨・金物 荒物
403447 明成物流（株） 代表取締役 永田　耕太郎 県外 埼玉県深谷市長在家１９８番地 048-578-1221 048-583-215 第５希望 消防・保安用品 その他 ヘルメット
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 書籍
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 教材
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 教育機器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 楽器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第２希望 文具・事務機器 文房具
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第２希望 文具・事務機器 用紙類
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第２希望 文具・事務機器 事務機器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第２希望 文具・事務機器 印章
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第３希望 その他物品 遊具
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第４希望 家具・什器 特注家具
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第５希望 運動用品 運動用品
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第５希望 運動用品 体育器具
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 第５希望 運動用品 レジャー用品
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 室内装飾品 じゅうたん
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 室内装飾品 カーテン
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 室内装飾品 ブラインド
404417 メイト千葉 社長 草苅　道彦 県内 千葉市稲毛区長沼町１６７番地１１６ 043-250-2366 043-250-2335 室内装飾品 畳
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第１希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第１希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第１希望 産業用機器及び資材 その他 ごみ処理用部品
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第２希望 理化学機器 気象・公害測定機器
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第２希望 理化学機器 化学分析機器
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104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第２希望 理化学機器 電気計測器
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第３希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第３希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第４希望 薬品 検査試薬
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第４希望 薬品 工業薬品
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第４希望 薬品 水道用薬品
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第５希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
104263 メタウォーター（株） 代表取締役社長 中村　靖 準県内 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 03-6853-7338 03-6853-8718 第５希望 土木・建築用機器及び資材 その他 下水道焼却炉用砂
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第１希望 薬品 検査試薬
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第１希望 薬品 培地
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第１希望 薬品 工業薬品
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第１希望 薬品 水道用薬品
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第１希望 薬品 防疫剤
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 消火器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 避難器具
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 非常食
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 警察用品
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第３希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第３希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第３希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第３希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第４希望 通信機・家電 家電製品
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第４希望 通信機・家電 空調機器
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第５希望 水道・ガス用資材 水道メーター
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第５希望 水道・ガス用資材 バルブ
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第５希望 水道・ガス用資材 水道管
404967 （株）メック 代表取締役 木内　正昭 県内 千葉市中央区弁天一丁目３０番１号 043-256-4400 043-256-4060 第５希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第１希望 リース その他 テレビシステム
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第２希望 通信機・家電 家電製品
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第３希望 家具・什器 特注家具
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第４希望 文具・事務機器 事務機器
405121 （株）メディウムジャパン 代表取締役 小木曽　幸男 県外 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 052-242-8778 052-242-8567 第５希望 消防・保安用品 その他 防犯カメラ
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第１希望 印刷・製本 活版印刷
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第１希望 印刷・製本 その他 オーシーアール印刷
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第２希望 書籍・教材 その他 母子健康手帳
174187 （株）メディカルランド 代表取締役 國本　俊志 県外 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 03-5875-4328 03-5875-4329 第３希望 記念品・贈答品 その他 マタニティキーホルダー及びマタニティバッグ、車載用マタニティマーク

172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第１希望 薬品 治療用医薬品
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第１希望 薬品 検査試薬
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第１希望 薬品 培地
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第２希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第３希望 理化学機器 顕微鏡
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第３希望 理化学機器 度量衡
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第４希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第５希望 リース 電算機
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 第５希望 リース 医療機器
172805 （株）メディセオ 代表取締役社長 長福　恭弘 準県内 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 03-3517-5050 03-3517-5011 靴・革製品 病院用シューズ
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400861 （株）メディックス 代表取締役 山下　正憲 県内 千葉市中央区神明町３３番地１７の１０１ 043-246-0012 043-239-6618 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
400861 （株）メディックス 代表取締役 山下　正憲 県内 千葉市中央区神明町３３番地１７の１０１ 043-246-0012 043-239-6618 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
400861 （株）メディックス 代表取締役 山下　正憲 県内 千葉市中央区神明町３３番地１７の１０１ 043-246-0012 043-239-6618 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
400861 （株）メディックス 代表取締役 山下　正憲 県内 千葉市中央区神明町３３番地１７の１０１ 043-246-0012 043-239-6618 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170670 （株）メデイカルシステムズ 代表取締役 吉田　勲 県外 東京都文京区湯島二丁目１７番１５号　　　 03-3816-3128 03-3816-3443 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 運動用品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 武道具
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 体育器具
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 運動衣
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 レジャー用品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第１希望 運動用品 その他 遊具
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第２希望 消防・保安用品 非常食
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第２希望 消防・保安用品 防犯用品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第２希望 消防・保安用品 防災用品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第３希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第３希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第３希望 記念品・贈答品 記念品
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第４希望 繊維・寝具 作業服・事務服
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第４希望 繊維・寝具 帽子
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第４希望 繊維・寝具 白衣
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第４希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 第５希望 その他物品 遊具
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 靴・革製品 作業靴・安全靴
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 靴・革製品 病院用シューズ
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 靴・革製品 雨衣
171812 望月スポーツ用具販売（株） 代表取締役 望月　摂子 県内 館山市北条２０１３番地 0470-22-0856 0470-22-0866 靴・革製品 皮革製品
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第１希望 薬品 治療用医薬品
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第１希望 薬品 検査試薬
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第１希望 薬品 培地
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第１希望 薬品 防疫剤
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第２希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第２希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第２希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第２希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第２希望 医療用機器・衛生材料
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第３希望 理化学機器 電気計測器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第３希望 理化学機器 測量機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第３希望 理化学機器 実験用機器・什器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第４希望 農業用機器及び資材 畜産・養鶏用機器
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第４希望 農業用機器及び資材 農薬・動物用薬品
401443 森久保薬品（株） 代表取締役社長 森久保　隆彦 準県内 神奈川県厚木市中町三丁目１１番１８号　ＭＹ厚木ビル２階 046-222-2331 046-221-3500 第４希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第１希望 車両 特種用途自動車
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第１希望 車両 その他 消防車輌全般
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 避難器具
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第２希望 消防・保安用品 防災用品
173984 （株）モリタ 代表取締役 尾形　和美 県外 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 03-6400-3482 03-6400-4551 第３希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
172660 （株）モリタエコノス 代表取締役社長 白井　幸喜 準県内 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 079-568-1711 079-568-7709 第１希望 車両 特殊車
172660 （株）モリタエコノス 代表取締役社長 白井　幸喜 準県内 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 079-568-1711 079-568-7709 第１希望 車両 自動車修理
172660 （株）モリタエコノス 代表取締役社長 白井　幸喜 準県内 兵庫県三田市テクノパーク２８番地 079-568-1711 079-568-7709 第１希望 車両 自動車用品
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第１希望 車両 特殊車
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第１希望 車両 自動車修理
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 消火器
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
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270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
270857 （株）モリタテクノス 代表取締役 中川　茂 準県内 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 079-568-7171 079-568-7172 第２希望 消防・保安用品 防災用品
104643 （株）森田鉄工所 代表取締役 森田　昌明 県外 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 0480-48-0891 0480-48-0137 第１希望 水道・ガス用資材 バルブ
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 気体分析機器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 液体分析機器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 化学分析機器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 顕微鏡
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 電気計測器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 測量機器
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 度量衡
170833 諸岡理化学器械店 代表 諸岡　和子 県内 茂原市高師３００４番地５ 0475-22-3058 0475-22-1132 第１希望 理化学機器 実験用機器・什器
201511 （株）ヤクワ 代表取締役 八鍬　誠 県内 流山市西深井１８０８ 04-7154-3989 04-7154-3998 第１希望 その他物品 遊具
201511 （株）ヤクワ 代表取締役 八鍬　誠 県内 流山市西深井１８０８ 04-7154-3989 04-7154-3998 第１希望 その他物品 その他 ベンチ板　看板　野外卓
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第１希望 日用雑貨・金物 家庭用品
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第１希望 日用雑貨・金物 その他 ごみ袋
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第２希望 印刷・製本 その他 ポリビニール袋印刷
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 第５希望 その他物品 その他 ネット袋　フレコン
403388 （株）谷津商会 代表取締役 平岡　昇 県内 船橋市習志野二丁目１１番１１号 047-463-1381 047-463-1382 靴・革製品 手袋
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第１希望 農業用機器及び資材 農機具
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第１希望 農業用機器及び資材 飼料・肥料
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第１希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第１希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第１希望 農業用機器及び資材 林業用機器及び資材
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第２希望 その他物品 遊具
102567 谷中造園土木（株） 代表取締役 谷中　淑浩 県内 木更津市矢那２３８１番地 0438-52-2552 0438-52-2858 第３希望 看板・模型 看板
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第１希望 車両 乗用車
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第１希望 車両 貨物自動車
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第１希望 車両 特殊車
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第１希望 車両 特種用途自動車
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第１希望 車両 自動車修理
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第２希望 不用品買受 自動車
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第４希望 薬品 工業薬品
409684 矢野口自工（株） 代表取締役 矢野口　智一 県外 東京都大田区城南島四丁目５番８号 03-3799-5861 03-3799-5862 第４希望 薬品 水道用薬品
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 木材
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 生コンクリート
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 アスファルト
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 セメント
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 コンクリート製品
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第１希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 消火器
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 避難器具
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 非常食
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第２希望 消防・保安用品 防災用品
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第３希望 農業用機器及び資材 農機具
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第３希望 農業用機器及び資材 種苗・種子
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第３希望 農業用機器及び資材 園芸用資材
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第４希望 産業用機器及び資材 金属加工用機械
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第４希望 産業用機器及び資材 木工用機械
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第４希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第４希望 産業用機器及び資材 電動工具
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第５希望 水道・ガス用資材 バルブ
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第５希望 水道・ガス用資材 水道管
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第５希望 水道・ガス用資材 ガス用資材
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 第５希望 水道・ガス用資材 パイプ
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 繊維・寝具 作業服・事務服
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 看板・模型 看板
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 看板・模型 掲示板・標示板
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 看板・模型 標識
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 看板・模型 黒板
101706 （株）八幡商事 代表取締役 中野　正惠 県内 鴨川市横渚１６４８番地の１ 04-7093-1283 04-7093-1185 リース 仮設建物
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 電話交換機
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 放送機器
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172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 無線機器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 家電製品
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 照明器具
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 空調機器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第１希望 通信機・家電 その他 携帯電話、タブレット、データＳＩＭ
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第４希望 車両 乗用車
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第４希望 車両 貨物自動車
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第４希望 車両 軽自動車
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第５希望 リース 電算機
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第５希望 リース 電気・通信機器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 第５希望 リース 自動車・船舶
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
172425 （株）ヤマダ電機 代表取締役 三嶋　恒夫 準県内 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8181 027-345-8942 厨房機器・浴槽設備 その他 業務用冷蔵庫・冷凍庫
402066 （株）ヤマト企画 代表取締役 山崎　健治 県外 東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号 03-3981-8271 03-3981-8417 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
402066 （株）ヤマト企画 代表取締役 山崎　健治 県外 東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号 03-3981-8271 03-3981-8417 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
402066 （株）ヤマト企画 代表取締役 山崎　健治 県外 東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号 03-3981-8271 03-3981-8417 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
402066 （株）ヤマト企画 代表取締役 山崎　健治 県外 東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号 03-3981-8271 03-3981-8417 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402066 （株）ヤマト企画 代表取締役 山崎　健治 県外 東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号 03-3981-8271 03-3981-8417 第１希望 電算機・電算用品 その他 自社パッケージソフトウェア
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第１希望 リース 寝具・オムツ
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第１希望 リース その他 ベッド、カーテン・ブラインド、什器、制服・作業服、タオル
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 帽子
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 白衣
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 寝具
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第２希望 繊維・寝具 天幕
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 カーテン
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 ブラインド
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第３希望 室内装飾品 建具
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
271804 （株）ヤマト商会 代表取締役 松本　行雄 県内 浦安市千鳥１５番地２５ 047-351-1361 047-354-6352 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
405463 （株）ヤマハミュージックリテイリング 代表取締役社長 押木　正人 準県内 東京都港区高輪二丁目１７番１１号 03-5488-6723 第１希望 書籍・教材 楽器
405463 （株）ヤマハミュージックリテイリング 代表取締役社長 押木　正人 準県内 東京都港区高輪二丁目１７番１１号 03-5488-6723 第２希望 その他物品 その他 楽器
405463 （株）ヤマハミュージックリテイリング 代表取締役社長 押木　正人 準県内 東京都港区高輪二丁目１７番１１号 03-5488-6723 第３希望 リース その他 楽器
405463 （株）ヤマハミュージックリテイリング 代表取締役社長 押木　正人 準県内 東京都港区高輪二丁目１７番１１号 03-5488-6723 第４希望 記念品・贈答品 販促用品
405463 （株）ヤマハミュージックリテイリング 代表取締役社長 押木　正人 準県内 東京都港区高輪二丁目１７番１１号 03-5488-6723 第５希望 文具・事務機器 文房具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第１希望 文具・事務機器 文房具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第１希望 文具・事務機器 印章
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第１希望 文具・事務機器 その他 紙幣計算機等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第２希望 家具・什器 特注家具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第２希望 家具・什器 その他 耐震施工、ＯＡフロア等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 電話交換機
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 放送機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 無線機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 家電製品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 照明器具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 空調機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第３希望 通信機・家電 その他 拡声器等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 オフセット印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 フォーム印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 活版印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 特殊印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 地図印刷
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 電子出版
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170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第４希望 印刷・製本 その他 名入封筒、点字加工、色覚バリアフリー、名刺等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 ガラス・フィルム
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 ダンボール
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 選挙備品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 遊具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 葬儀用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 第５希望 その他物品 その他 納骨壇
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 書籍・教材 視聴覚教育機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 作業服・事務服
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 帽子
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 白衣
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 寝具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 天幕
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 繊維・寝具 その他 ウエス等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 記念品・贈答品 バッジ・メダル
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 記念品・贈答品 販促用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 記念品・贈答品 記念品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 記念品・贈答品 その他 金杯等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 薬品 防疫剤
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 医療用機器・衛生材料 調剤用機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 理化学機器 顕微鏡
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 理化学機器 電気計測器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 理化学機器 測量機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 理化学機器 度量衡
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 理化学機器 実験用機器・什器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 写真機 写真機
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 消火器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 避難器具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 防火服・保護具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 災害救助機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 非常食
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 警察用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 防犯用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 防災用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 消防・保安用品 その他 レスキュー用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 給湯器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 厨房機器・浴槽設備 その他 食器棚等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 金物
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 食器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 工具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 塗料
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 家庭用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 荒物
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 日用雑貨・金物 その他 クリーナー等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 革靴
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 作業靴・安全靴
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 病院用シューズ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 手袋
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 雨衣
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 皮革製品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 靴・革製品 その他 靴、クリーム等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 車両 二輪車
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 じゅうたん
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 カーテン
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 ブラインド
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 緞帳・暗幕
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 簡易間仕切り
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170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 建具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 畳
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 室内装飾品 その他 修理、張替、クリーニング等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 看板
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 掲示板・標示板
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 黒板
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 のぼり・旗・たすき
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 横断幕・懸垂幕
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 看板・模型 その他 卓上間仕切り等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 電算機・電算用品 その他 ソフトウェアライセンス
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 運動用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 武道具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 体育器具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 運動衣
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 レジャー用品
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 運動用品 その他 タイマー等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 水道・ガス用資材 バルブ
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 土木・建築用機器及び資材 土砂・骨材
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 発券機・精算機
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 金属加工用機械
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 木工用機械
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 電動工具
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 産業用機器及び資材 その他 ＮＰＳ等
170299 （株）山半 代表取締役社長 北畠　佳子 県内 千葉市中央区問屋町１３番３号 043-241-0282 043-247-3940 不用品買受 その他 デスク等
405597 （株）山村工務店 代表取締役 山村　勝弘 県内 柏市大島田１６２番地 04-7191-3909 04-7191-2242 第１希望 その他物品 ガラス・フィルム
405597 （株）山村工務店 代表取締役 山村　勝弘 県内 柏市大島田１６２番地 04-7191-3909 04-7191-2242 第１希望 その他物品 ごみ処理装置
405597 （株）山村工務店 代表取締役 山村　勝弘 県内 柏市大島田１６２番地 04-7191-3909 04-7191-2242 第１希望 その他物品 その他 電解水
405597 （株）山村工務店 代表取締役 山村　勝弘 県内 柏市大島田１６２番地 04-7191-3909 04-7191-2242 第２希望 厨房機器・浴槽設備 その他 電解水生成機器
273114 （株）山室 代表取締役 畑　純一 県外 東京都台東区元浅草二丁目２番１５号 03-3844-8206 03-3844-8823 第１希望 不用品買受 紙・繊維くず
273114 （株）山室 代表取締役 畑　純一 県外 東京都台東区元浅草二丁目２番１５号 03-3844-8206 03-3844-8823 第１希望 不用品買受 資源物
105588 ヤンマーエネルギーシステム（株） 代表取締役社長 山本　哲也 県外 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 06-7636-2101 06-7636-1130 第１希望 産業用機器及び資材 その他 発電機及び空調機
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第１希望 その他物品 その他 不動産賃貸
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 電話交換機
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 放送機器
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 家電製品
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 照明器具
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 空調機器
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第３希望 通信機・家電 その他 清掃機器等
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第４希望 リース 植木・鉢物
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 じゅうたん
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 カーテン
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 ブラインド
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 簡易間仕切り
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 建具
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 第５希望 室内装飾品 畳
131199 （株）ＵＲリンケージ 代表取締役 渡邊　輝明 準県内 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 03-6214-5712 03-6214-5665 文具・事務機器 事務機器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第１希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第１希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理台・流し台
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 食器洗浄機
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給湯器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第２希望 厨房機器・浴槽設備 浴槽・風呂釜
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第３希望 家具・什器 スチール製家具・什器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第３希望 家具・什器 特注家具
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第４希望 文具・事務機器 事務機器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第５希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
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170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第５希望 通信機・家電 電話交換機
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第５希望 通信機・家電 放送機器
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第５希望 通信機・家電 家電製品
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 第５希望 通信機・家電 照明器具
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 室内装飾品 じゅうたん
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 室内装飾品 カーテン
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 室内装飾品 ブラインド
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 室内装飾品 簡易間仕切り
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 電算機・電算用品 電算機用消耗品
170291 （株）優ケア 代表取締役 君塚　敏明 県内 千葉市緑区おゆみ野南六丁目１５番地１０ 043-300-4848 043-300-4141 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
104733 （株）有電社 代表取締役 横田　薫 県外 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 03-5332-8620 03-5332-8625 第１希望 通信機・家電 放送機器
104733 （株）有電社 代表取締役 横田　薫 県外 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 03-5332-8620 03-5332-8625 第１希望 通信機・家電 無線機器
104733 （株）有電社 代表取締役 横田　薫 県外 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 03-5332-8620 03-5332-8625 第１希望 通信機・家電 照明器具
104733 （株）有電社 代表取締役 横田　薫 県外 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 03-5332-8620 03-5332-8625 第１希望 通信機・家電 空調機器
104733 （株）有電社 代表取締役 横田　薫 県外 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 03-5332-8620 03-5332-8625 第１希望 通信機・家電 その他 ＣＣＴＶ、ＩＴＶ
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第２希望 リース 電算機
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第２希望 リース 電気・通信機器
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第３希望 文具・事務機器 文房具
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第３希望 文具・事務機器 用紙類
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第３希望 文具・事務機器 事務機器
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第４希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第４希望 通信機・家電 電話交換機
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 オフセット印刷
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 フォーム印刷
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 活版印刷
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 特殊印刷
402601 ユニオンデーターシステム（株） 代表取締役 前澤　央所 県外 北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南５番９号 011-862-7330 011-863-5965 第５希望 印刷・製本 地図印刷
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第２希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第３希望 文具・事務機器 文房具
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第３希望 文具・事務機器 用紙類
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第３希望 文具・事務機器 事務機器
173637 ユニビスタシステムズ（株） 代表取締役 増淵　良昭 県内 千葉市中央区都町１２５２番地１６ 043-214-5101 043-214-5102 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
403418 （株）夢工房 代表取締役 田中　裕子 県外 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号　ＴＳＫＫ神戸４階 078-291-7128 078-291-7127 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
403418 （株）夢工房 代表取締役 田中　裕子 県外 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号　ＴＳＫＫ神戸４階 078-291-7128 078-291-7127 第２希望 書籍・教材 教材
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第１希望 理化学機器 気体分析機器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第１希望 理化学機器 液体分析機器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第１希望 理化学機器 化学分析機器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第１希望 理化学機器 電気計測器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第２希望 水道・ガス用資材 水道メーター
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第３希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第４希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第４希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第４希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第４希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
401168 横河ソリューションサービス（株） 代表取締役 村井　哲也 準県内 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 0422-52-6701 0422-52-6589 第５希望 通信機・家電 無線機器
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第１希望 理化学機器 気象・公害測定機器
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第１希望 理化学機器 電気計測器
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第１希望 理化学機器 測量機器
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第１希望 理化学機器 度量衡
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第２希望 通信機・家電 無線機器
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第４希望 産業用機器及び資材 変電機器・受配電設備
170814 横河電子機器（株） 代表取締役社長 大竹　眞 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 03-3225-5364 03-3225-5314 第５希望 リース その他 環境測定器
404812 （株）横浜電算 代表取締役 金子　秀光 県外 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 045-319-3276 045-311-4862 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
404812 （株）横浜電算 代表取締役 金子　秀光 県外 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 045-319-3276 045-311-4862 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
404812 （株）横浜電算 代表取締役 金子　秀光 県外 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 045-319-3276 045-311-4862 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
404812 （株）横浜電算 代表取締役 金子　秀光 県外 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 045-319-3276 045-311-4862 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
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404812 （株）横浜電算 代表取締役 金子　秀光 県外 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ 045-319-3276 045-311-4862 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170517 横山商事（株） 代表取締役 横山　稔 県内 船橋市西船五丁目２６番２５号 047-332-2266 047-332-2268 第１希望 薬品 検査試薬
170517 横山商事（株） 代表取締役 横山　稔 県内 船橋市西船五丁目２６番２５号 047-332-2266 047-332-2268 第１希望 薬品 工業薬品
170517 横山商事（株） 代表取締役 横山　稔 県内 船橋市西船五丁目２６番２５号 047-332-2266 047-332-2268 第１希望 薬品 水道用薬品
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第１希望 車両 特種用途自動車
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第１希望 車両 その他 消防ポンプ車、小型動力ポンプ積載車、消防指令車、消防指揮車　他

400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 消火器
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 避難器具
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 防火服・保護具
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 災害救助機器
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 非常食
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第２希望 消防・保安用品 防災用品
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第３希望 靴・革製品 手袋
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第３希望 靴・革製品 雨衣
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第４希望 看板・模型 標識
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第４希望 看板・模型 その他 消防水利標識、危険物標識、誘導標識
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第５希望 産業用機器及び資材 油圧・空圧機器
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 第５希望 産業用機器及び資材 その他 消防用油圧機器
400332 （株）吉田商会 代表取締役 氏家　英人 県内 市原市青柳北二丁目１番地２２ 0436-21-0208 0436-22-5124 船舶・航空機 ボート
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 消火器
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 非常食
170944 吉田防災（株） 代表取締役 吉田　與利子 県内 千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号 043-264-6903 043-261-1603 第１希望 消防・保安用品 防災用品
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第１希望 印刷・製本 活版印刷
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第２希望 書籍・教材 書籍
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第３希望 記念品・贈答品 販促用品
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第３希望 記念品・贈答品 記念品
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第３希望 記念品・贈答品 その他 各種啓発用商品
173087 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 県外 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 03-3288-0099 03-3288-0097 第４希望 運動用品 その他 万歩計、歩数計、各種健康用品
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 消火器
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 避難器具
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 非常食
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 警察用品
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 防災用品
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第１希望 消防・保安用品 その他 看板・標識
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 看板
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 掲示板・標示板
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 標識
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 黒板
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第３希望 土木・建築用機器及び資材 鋼材・塩ビ部品
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第３希望 土木・建築用機器及び資材 その他 工事用保安機材
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第４希望 リース 医療機器
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第４希望 リース その他 保安資材　カラーコーン　バリケード等
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 第５希望 医療用機器・衛生材料 その他 ＡＥＤ自動体外式除細動器
174135 ライト・サービス（株） 代表取締役 吉田　保 準県内 東京都練馬区中村南三丁目３番５号 03-3577-1313 03-3577-6966 その他物品 その他 保安資材　カラーコーン　バリケード等
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第１希望 書籍・教材 書籍
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第１希望 書籍・教材 教材
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第１希望 書籍・教材 楽器
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第１希望 書籍・教材 ＣＤ・レコード等
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第１希望 書籍・教材 その他 ＤＶＤ、映像フィルム
404750 Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） 代表取締役 南　誠 県外 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ 03-5298-1788 03-5298-1789 第２希望 その他物品 その他 視聴覚資料マーク、装備
407957 ラインズ（株） 代表取締役社長 山口　洋 県外 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号　高田馬場アクセス４階 03-6861-6200 03-6861-6006 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
407957 ラインズ（株） 代表取締役社長 山口　洋 県外 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号　高田馬場アクセス４階 03-6861-6200 03-6861-6006 第２希望 書籍・教材 その他 デジタル教材
407957 ラインズ（株） 代表取締役社長 山口　洋 県外 東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号　高田馬場アクセス４階 03-6861-6200 03-6861-6006 第３希望 文具・事務機器 その他 教育用ソフトウェア
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第１希望 運動用品 運動用品
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第１希望 運動用品 武道具
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第１希望 運動用品 体育器具
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第１希望 運動用品 運動衣
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174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第１希望 運動用品 レジャー用品
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第２希望 記念品・贈答品 販促用品
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第２希望 記念品・贈答品 記念品
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第３希望 看板・模型 看板
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第３希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第３希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第４希望 消防・保安用品 非常食
174613 （有）ラケットショップ・ウィーヴ 代表取締役 織本　富之 県内 木更津市東中央二丁目１１番４号 0438-23-0711 0438-22-0606 第５希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第２希望 看板・模型 看板
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第２希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第２希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第３希望 写真機 写真機
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第３希望 写真機 フィルム
274873 （株）ラボ東京 代表取締役 加藤　秀男 県外 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号　ラボ東京ビル 03-3353-1553 03-3353-8430 第３希望 写真機 ＤＥＰ
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 フォーム印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 活版印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 地図印刷
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 電子出版
411964 （株）ランズ 代表取締役 市岡　正朗 県外 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号 03-3235-6891 03-3235-6893 第１希望 印刷・製本 その他 広報誌・書籍・パンフレット等の編集・制作・取材・デザイン
404558 （株）リーテム 代表取締役 中島　彰良 県外 東京都千代田区外神田三丁目６番１０号 03-5256-7041 03-3251-5805 第１希望 不用品買受 金属くず
404558 （株）リーテム 代表取締役 中島　彰良 県外 東京都千代田区外神田三丁目６番１０号 03-5256-7041 03-3251-5805 第１希望 不用品買受 機械
404558 （株）リーテム 代表取締役 中島　彰良 県外 東京都千代田区外神田三丁目６番１０号 03-5256-7041 03-3251-5805 第１希望 不用品買受 資源物
404558 （株）リーテム 代表取締役 中島　彰良 県外 東京都千代田区外神田三丁目６番１０号 03-5256-7041 03-3251-5805 第１希望 不用品買受 その他 小型家電類、携帯電話、スマートフォン
404558 （株）リーテム 代表取締役 中島　彰良 県外 東京都千代田区外神田三丁目６番１０号 03-5256-7041 03-3251-5805 第２希望 その他物品 その他 小型家電回収ボックス
131425 （株）リクチ漏水調査 代表取締役 天野　知光 準県内 東京都新宿区中落合３丁目２１番２号 03-3954-9225 03-3954-9158 第１希望 その他物品 その他 上水道漏水調査等　常設型自動配・給水管監視装置（名称：エルサイン）　節水泡沫キャップ（名称：アワーる）

403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 治療用機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 生体検査機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 検体検査機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 放射線関連機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 手術関連機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 眼科用機器
403115 （株）六濤 代表取締役 福田　和明 県外 東京都文京区本郷三丁目１４番３号 03-3813-7045 03-3813-7014 第１希望 医療用機器・衛生材料 歯科用機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第１希望 文具・事務機器 文房具
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第１希望 文具・事務機器 用紙類
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第１希望 文具・事務機器 事務機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 電話機・ファクシミリ
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 電話交換機
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 放送機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 無線機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 家電製品
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 照明器具
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第３希望 通信機・家電 空調機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第４希望 家具・什器 スチール製家具・什器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第５希望 リース 電算機
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第５希望 リース 医療機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第５希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172829 リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 準県内 東京都港区芝三丁目８番２号 03-6837-8800 03-6673-4546 第５希望 リース 電気・通信機器
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース 電算機
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース 医療機器
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース 電気・通信機器
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース 自動車・船舶
172159 リコーリース（株） 代表取締役 瀬川　大介 準県内 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 03-6204-0700 03-6204-0701 第１希望 リース その他 理化学機器、商業用・サービス業用機器、産業工作機械、建設機械、トレーニング機器、ＬＥＤ照明器具、各種什器、他

104736 理水化学（株） 代表取締役 岩崎　文雄 県外 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 06-6365-0691 06-6365-0632 第１希望 薬品 工業薬品
104736 理水化学（株） 代表取締役 岩崎　文雄 県外 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 06-6365-0691 06-6365-0632 第１希望 薬品 水道用薬品
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第１希望 通信機・家電 無線機器
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第１希望 通信機・家電 その他 防災ラジオ
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第２希望 消防・保安用品 防災用品
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第２希望 消防・保安用品 その他 防災ラジオ
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第３希望 その他物品 その他 各種時計
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第４希望 記念品・贈答品 記念品
274341 リズム時計工業（株） 代表取締役社長 平田　博美 県外 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２ 048-643-7311 048-643-8151 第４希望 記念品・贈答品 その他 各種時計
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第１希望 文具・事務機器 用紙類
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第１希望 文具・事務機器 事務機器
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第１希望 文具・事務機器 その他 システム
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第２希望 リース 電算機
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第２希望 リース 事務機器・視聴覚機器
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第３希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第３希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第３希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第３希望 電算機・電算用品 その他 システム
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第４希望 書籍・教材 視聴覚教育機器
170349 理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 準県内 東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 03-5441-6602 03-5441-6622 第５希望 通信機・家電 照明器具
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 第１希望 印刷・製本 軽オフセット印刷
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 第１希望 印刷・製本 オフセット印刷
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 第１希望 印刷・製本 特殊印刷
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 第１希望 印刷・製本 電子出版
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 第２希望 写真機 ＤＥＰ
410754 （株）リップルアート 代表取締役 浅田　豪紀 県内 千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号 043-306-3662 043-310-3833 その他物品 その他 軽オフセット印刷・電子出版
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第１希望 書籍・教材 書籍
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第２希望 電算機・電算用品 その他 図書管理システム
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第３希望 文具・事務機器 その他 図書館用品
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第４希望 家具・什器 木製家具・什器
273755 （株）リブネット 代表取締役 荒井　宏幸 県外 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 0596-25-7903 0596-27-6557 第４希望 家具・什器 その他 図書館用家具
284840 （株）リブラ 代表取締役 田部　一志 県外 神奈川県大和市中央林間四丁目５番９号 046-272-6384 046-278-1161 第１希望 その他物品 その他 プラネタリウム番組及び機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第１希望 文具・事務機器 用紙類
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第１希望 文具・事務機器 事務機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第１希望 文具・事務機器 その他 発券機
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第２希望 電算機・電算用品 その他 情報配信機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第３希望 産業用機器及び資材 発券機・精算機
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第４希望 リース 事務機器・視聴覚機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第４希望 リース 電気・通信機器
375765 リプライス（株） 代表取締役 永井　佑 県外 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９ 045-478-4888 045-474-5515 第５希望 その他物品 その他 情報配信機器
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第１希望 リース 電算機
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第１希望 リース その他 システム
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第２希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第２希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第２希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第２希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第２希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第３希望 文具・事務機器 用紙類
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第３希望 文具・事務機器 事務機器
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第４希望 印刷・製本 フォーム印刷
270913 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 086-264-0113 086-264-1159 第４希望 印刷・製本 地図印刷
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第２希望 リース 電算機
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第３希望 文具・事務機器 用紙類
270800 （株）両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 県外 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 0277-53-3139 0277-53-3140 第３希望 文具・事務機器 事務機器
102890 菱冷環境エンジニアリング（株） 代表取締役 鶴田　道夫 県内 市川市塩浜三丁目１２番地 047-318-7001 047-318-7021 第１希望 産業用機器及び資材 電動工具
102890 菱冷環境エンジニアリング（株） 代表取締役 鶴田　道夫 県内 市川市塩浜三丁目１２番地 047-318-7001 047-318-7021 第１希望 産業用機器及び資材 その他 膜モジュール、ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置カートリッジ
102890 菱冷環境エンジニアリング（株） 代表取締役 鶴田　道夫 県内 市川市塩浜三丁目１２番地 047-318-7001 047-318-7021 第２希望 薬品 工業薬品
102890 菱冷環境エンジニアリング（株） 代表取締役 鶴田　道夫 県内 市川市塩浜三丁目１２番地 047-318-7001 047-318-7021 第２希望 薬品 水道用薬品
102890 菱冷環境エンジニアリング（株） 代表取締役 鶴田　道夫 県内 市川市塩浜三丁目１２番地 047-318-7001 047-318-7021 第３希望 水道・ガス用資材 ろ過材
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第１希望 リース 寝具・オムツ
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第１希望 リース 事務機器・視聴覚機器
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第１希望 リース 電気・通信機器
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第１希望 リース その他 家電製品（冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンその他）
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第２希望 繊維・寝具 白衣
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第２希望 繊維・寝具 寝具
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第２希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第３希望 通信機・家電 家電製品
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第３希望 通信機・家電 照明器具
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172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第４希望 文具・事務機器 事務機器
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第４希望 文具・事務機器 その他 事務机、書庫等
172948 （株）レンティ 代表取締役 鎌形　博 県内 習志野市芝園２丁目６番７号 047-453-2105 047-453-2103 第５希望 家具・什器 スチール製家具・什器
404412 （有）ロード・プロモーション 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区おゆみ野五丁目２番地１９ 043-293-2828 043-293-2829 第１希望 書籍・教材 教材
404412 （有）ロード・プロモーション 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区おゆみ野五丁目２番地１９ 043-293-2828 043-293-2829 第２希望 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
404412 （有）ロード・プロモーション 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区おゆみ野五丁目２番地１９ 043-293-2828 043-293-2829 第３希望 家具・什器 木製家具・什器
404412 （有）ロード・プロモーション 代表取締役 井上　悟 県内 千葉市緑区おゆみ野五丁目２番地１９ 043-293-2828 043-293-2829 第４希望 その他物品 遊具
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 ガラス・フィルム
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 食品関係
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 ごみ処理装置
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 ダンボール
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 選挙備品
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 遊具
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第１希望 その他物品 葬儀用品
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第２希望 家具・什器 木製家具・什器
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第２希望 家具・什器 スチール製家具・什器
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第２希望 家具・什器 特注家具
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 じゅうたん
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 カーテン
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 ブラインド
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 簡易間仕切り
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第３希望 室内装飾品 建具
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第４希望 文具・事務機器 文房具
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第４希望 文具・事務機器 用紙類
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第４希望 文具・事務機器 事務機器
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第５希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
173942 ローレルバンクマシン（株） 代表取締役社長 池邊　孟 準県内 東京都港区虎ノ門一丁目１番２号 03-3502-3311 03-3502-3599 第５希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第１希望 運動用品 運動用品
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第１希望 運動用品 武道具
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第１希望 運動用品 体育器具
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第１希望 運動用品 運動衣
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第１希望 運動用品 レジャー用品
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第２希望 記念品・贈答品 カップ・トロフィー
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第２希望 記念品・贈答品 バッジ・メダル
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第３希望 その他物品 その他 遊具
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第４希望 看板・模型 のぼり・旗・たすき
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第４希望 看板・模型 横断幕・懸垂幕
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 第５希望 繊維・寝具 天幕
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 消防・保安用品 その他 逮捕術防具及び用品
105046 ロイヤルスポーツ工業（株） 代表取締役 植野　幸子 県内 船橋市大穴南五丁目２番１号 047-464-5231 047-465-0177 リース その他 トレーニングマシン
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 消火器
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 避難器具
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 非常食
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 警察用品
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 防災用品
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第１希望 消防・保安用品 その他 災害用毛布・リパック
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第２希望 繊維・寝具 作業服・事務服
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第２希望 繊維・寝具 その他 半天・イベントブルゾン等
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第３希望 車両 特種用途自動車
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第４希望 靴・革製品 革靴
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第４希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第４希望 靴・革製品 手袋
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第４希望 靴・革製品 雨衣
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第４希望 靴・革製品 皮革製品
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第５希望 船舶・航空機 船舶用品
106212 ロイヤル防災（株） 代表取締役 清水　力也 県内 浦安市北栄三丁目１９番１８号 047-390-0005 047-390-8885 第５希望 船舶・航空機 その他 ジェットスキー
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第１希望 車両 自動車修理
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第１希望 車両 タイヤ
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第１希望 車両 自動車用品
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第２希望 土木・建築用機器及び資材 建設用機械（建設工事用資材として納品するものを除く）

171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第３希望 農業用機器及び資材 農機具
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第４希望 リース 自動車・船舶
171164 ロジスネクストユニキャリア（株） 代表取締役 山口　陽一 県外 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 第５希望 不用品買受 その他 フォークリフト、ホイールローダ、ショベルローダ　等
101838 六幸電気工業（株） 代表取締役 嶋野　貞雄 県内 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 0438-36-1252 0438-36-3966 第１希望 通信機・家電 家電製品
101838 六幸電気工業（株） 代表取締役 嶋野　貞雄 県内 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 0438-36-1252 0438-36-3966 第１希望 通信機・家電 照明器具
101838 六幸電気工業（株） 代表取締役 嶋野　貞雄 県内 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 0438-36-1252 0438-36-3966 第１希望 通信機・家電 空調機器
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101838 六幸電気工業（株） 代表取締役 嶋野　貞雄 県内 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 0438-36-1252 0438-36-3966 第２希望 土木・建築用機器及び資材 電線・絶縁材
173142 ワールドウォーターバッグ（株） 代表取締役 中村　俊夫 県外 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目６番２３号 06-6713-7465 06-6713-7615 第１希望 消防・保安用品 防災用品
171829 （有）わかしおスポーツ 代表取締役 小倉　敏弘 県内 山武郡九十九里町真亀４３３３番地 0475-76-6363 0475-86-6063 第１希望 運動用品 運動用品
171829 （有）わかしおスポーツ 代表取締役 小倉　敏弘 県内 山武郡九十九里町真亀４３３３番地 0475-76-6363 0475-86-6063 第１希望 運動用品 武道具
171829 （有）わかしおスポーツ 代表取締役 小倉　敏弘 県内 山武郡九十九里町真亀４３３３番地 0475-76-6363 0475-86-6063 第１希望 運動用品 体育器具
171829 （有）わかしおスポーツ 代表取締役 小倉　敏弘 県内 山武郡九十九里町真亀４３３３番地 0475-76-6363 0475-86-6063 第１希望 運動用品 運動衣
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 消火器
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 避難器具
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 非常食
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 警察用品
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 防犯用品
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第１希望 消防・保安用品 防災用品
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第２希望 靴・革製品 革靴
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第２希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第２希望 靴・革製品 手袋
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第２希望 靴・革製品 雨衣
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第２希望 靴・革製品 皮革製品
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第３希望 通信機・家電 放送機器
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第３希望 通信機・家電 その他 熱画像解析装置
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第４希望 リース その他 消火器
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 第５希望 車両 特殊車
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 日用雑貨・金物 工具
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 船舶・航空機 ボート
170966 （有）若菜防災 代表取締役 若菜　光男 県内 市原市山田橋１丁目８番地１０ 0436-41-5851 0436-41-0698 船舶・航空機 その他 救命具
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 運動用品
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 武道具
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 体育器具
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 運動衣
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 レジャー用品
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第１希望 運動用品 その他 トレーニング機器全般、プール用品全般
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第２希望 日用雑貨・金物 金物
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第２希望 日用雑貨・金物 洗剤・ワックス
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第２希望 日用雑貨・金物 家庭用品
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第２希望 日用雑貨・金物 荒物
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第２希望 日用雑貨・金物 その他 清掃用品・用具
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第３希望 家具・什器 その他 プール用ロッカー
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第４希望 文具・事務機器 文房具
173064 （株）ワコーインターナショナル 代表取締役 井上　邦弘 準県内 東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 03-5390-6866 03-5390-6865 第４希望 文具・事務機器 用紙類
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第１希望 電算機・電算用品 汎用コンピュータ
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第１希望 電算機・電算用品 パーソナルコンピュータ
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第１希望 電算機・電算用品 パッケージソフトウェア
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第１希望 電算機・電算用品 電算機用消耗品
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第１希望 電算機・電算用品 コンピュータ周辺機器
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第２希望 リース 電算機
273168 早稲田システム開発（株） 代表取締役 内田　剛史 県外 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 03-6457-8585 03-6279-3333 第３希望 文具・事務機器 事務機器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 作業服・事務服
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 帽子
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 白衣
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 寝具
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 タオル・手ぬぐい
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第１希望 繊維・寝具 その他 マットレス
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第２希望 リース 寝具・オムツ
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第２希望 リース その他 白衣、タオル、マットレス、カーテン他
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第３希望 靴・革製品 作業靴・安全靴
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第３希望 靴・革製品 病院用シューズ
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第３希望 靴・革製品 皮革製品
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第４希望 室内装飾品 カーテン
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第４希望 室内装飾品 ブラインド
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第４希望 室内装飾品 緞帳・暗幕
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第４希望 室内装飾品 簡易間仕切り
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第５希望 医療用機器・衛生材料 介護用機器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 第５希望 医療用機器・衛生材料 衛生材料
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 文具・事務機器 事務機器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 厨房機器・浴槽設備 調理用機器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 厨房機器・浴槽設備 冷凍機・冷凍庫
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 厨房機器・浴槽設備 給食用食器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 家具・什器 木製家具・什器
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 家具・什器 スチール製家具・什器
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業者番号 商号名称 代表者役職 代表者氏名 所在地区分名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 希望順位 業種（大分類）名称 業種（中分類）名称 その他の場合（具体的取扱品名）
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 家具・什器 特注家具
172445 ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 準県内 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 0774-82-5101 0774-82-4831 通信機・家電 家電製品
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 消火器
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 避難器具
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 消防ポンプ・ホース
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 消化薬剤・中和剤
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 防火服・保護具
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 災害救助機器
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 非常食
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第１希望 消防・保安用品 防災用品
402810 渡辺商事（株） 代表取締役 渡邉　輝敏 県内 長生郡長柄町榎本４６８番地 0475-35-3322 0475-35-3430 第２希望 リース その他 消火器
173816 ワンアップ・アド・システム（株） 代表取締役 太田　一哉 県内 千葉市中央区神明町１３番地４ 043-241-3001 043-241-3002 第１希望 看板・模型 看板
173816 ワンアップ・アド・システム（株） 代表取締役 太田　一哉 県内 千葉市中央区神明町１３番地４ 043-241-3001 043-241-3002 第１希望 看板・模型 掲示板・標示板
173816 ワンアップ・アド・システム（株） 代表取締役 太田　一哉 県内 千葉市中央区神明町１３番地４ 043-241-3001 043-241-3002 第１希望 看板・模型 標識
173816 ワンアップ・アド・システム（株） 代表取締役 太田　一哉 県内 千葉市中央区神明町１３番地４ 043-241-3001 043-241-3002 第２希望 その他物品 選挙備品
171222 （株）ワンビシアーカイブズ 代表取締役 佐久間　文彦 県外 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 03-5425-5300 03-5425-5045 第１希望 文具・事務機器 文房具
171222 （株）ワンビシアーカイブズ 代表取締役 佐久間　文彦 県外 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 03-5425-5300 03-5425-5045 第１希望 文具・事務機器 事務機器
171222 （株）ワンビシアーカイブズ 代表取締役 佐久間　文彦 県外 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 03-5425-5300 03-5425-5045 第１希望 文具・事務機器 その他 ファイルボックス
171222 （株）ワンビシアーカイブズ 代表取締役 佐久間　文彦 県外 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 03-5425-5300 03-5425-5045 第２希望 その他物品 ダンボール
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