
　　A　印刷類

番 号
(受付番号)

㈱ＩＴＳ
高貫　修

〒310-0912

9000001722 茨城県水戸市見川３丁目１０６９

電029-291-5293 Ｆ029-291-5296

(0043)

㈱笠間印刷所 A03　フォーム印刷

手塚正美

〒310-0815

9000001682 茨城県水戸市本町２丁目１－２６

電029-221-3048 Ｆ029-227-2908

(0003)

製造業

センター印刷㈱
鈴木真吾

〒310-0817

9000001691 茨城県水戸市柳町１丁目１－１

電029-224-4535 Ｆ029-225-5007

(0012)

製造業

㈲寺門印刷
寺門　修

〒310-0045

9000001729 茨城県水戸市新原２丁目１０－７

電029-251-3412 Ｆ029-253-3018

(0050)

製造業

㈲時の広告社
小松和広

〒310-0912

9000001724 茨城県水戸市見川５丁目３０２－１

電029-241-9216 Ｆ072-294-9802

(0045)

㈲宮田企画 A03　フォーム印刷

宮田賀章

〒319-1224

9000001714 茨城県日立市南高野町１丁目６－４６

電0294-28-0852 Ｆ0294-52-5115

(0035)

製造業

㈲飯島写真製作所 B07　スチール家具

飯嶋國扶

〒286-0041

9000001713 千葉県成田市飯田町１３２－１０

電0476-27-2345 Ｆ0476-27-2346

(0034)

製造業

㈱ＪＴＢ C03　ギフト用品・百貨店

山北栄二郎 (受任者) 水戸支店

〒140-8602 〒310-0803

9000001712 東京都品川区東品川２丁目３－１１ 茨城県水戸市城南１丁目１－６　サザン水戸ビル２Ｆ

電03-5796-5822 Ｆ03-5796-5845 電029-225-5233 Ｆ029-226-4017

(0033)

㈱塔文社 B99　その他

木村和夫

〒165-0026

9000001731 東京都中野区新井１丁目３８－８

電03-5380-5401 Ｆ03-5380-5404

(0052)

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A99　その他 B06　学校用品

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A99　その他 F01　看板・標識

A02　軽印刷

A01　一般印刷 A99　その他

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

A01　一般印刷 A99　その他
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　　B　事務用品家具類

番 号
(受付番号)

N01　OA機器

荒川賢一

〒310-0803

9000001725 茨城県水戸市城南２丁目１－２０

電029-302-8881 Ｆ029-302-8892

(0046)

㈱カワマタコーポレーション
奥野康作

〒310-0853

9000001690 茨城県水戸市平須町１８２８－８８８

電029-243-1887 Ｆ029-243-1772

(0011)

アイエンジニアリング㈱ B01　事務用品

関山秀光

〒319-1221

9000001710 茨城県日立市大みか町１丁目１１－１０

電0294-54-2244 Ｆ0294-54-2250

(0031)

㈱トータル・サポート・システム H02　理化学機器

石川一哉

〒319-1116

9000001734 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西３丁目１０－１１

電029-287-2277 Ｆ029-287-2284

(0055)

㈱ドットネクスト G01　家庭用電気機器

平塚松次郎 (受任者) 水戸事務所

〒302-0105 〒310-0842

9000001688 茨城県守谷市薬師台３丁目９－７

電0297-48-8165 Ｆ072-294-9802 電029-353-8567 Ｆ029-353-8568

(0009)

㈱アクロホールディングス N01　OA機器

小野賀津雄

〒103-0023

9000001727 東京都中央区日本橋本町４丁目８－１５

電03-4530-0001 Ｆ03-4530-0002

(0048)

沖村幸彦 (受任者) 東日本支社

〒135-0051 〒108-0023

9000001733 東京都江東区枝川１丁目９－６ 東京都港区芝浦４丁目３－４

電03-5690-2100 Ｆ03-5690-5200 電03-6453-9344 Ｆ03-6453-9345

(0054)

シンコーファシリティーズ㈱ M02　弁・バルブ類

石崎健太

〒103-0013

9000001686 東京都中央区日本橋人形町３丁目１０－２

電03-5614-5551 Ｆ03-5614-5554

(0007)

ニッセイ情報テクノロジー㈱
矢部　剛

〒144-8721

9000001692 東京都大田区蒲田５丁目３７－１

電03-5714-2300 Ｆ03-5703-7110

(0013)

B02　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

B05　スポーツ用品 M01　管・鉄蓋類

（特約店等：富士フイルムビジネスイノベーション　キヤノンマーケティングジャパン　サンワサプライ　オカムラ　プラス
リコー　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

H03　楽器類

B03　用紙類 C01　雑貨・金物

B02　OA機器 N01　OA機器

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・テクノ・コミュニケーションズ㈱

茨城県水戸市けやき台３丁目２８－５　ビュークイーンズ２０５号室

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B99　その他
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　　B　事務用品家具類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

ＨＡＲＶＥＹ㈱ A99　その他

平林　貴 (受任者) 東京支店

〒466-0027 〒102-0083

9000001738 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５－３ 東京都千代田区麹町２丁目４

電050-5433-3090 Ｆ050-6875-6860 電050-5491-4464 Ｆ050-6875-6860

(0059)

㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン
手塚鉄治

〒160-0023

9000001721 東京都新宿区西新宿３丁目２－５　９Ｆ

電03-6633-9026 Ｆ03-6633-9023

(0042)

製造業

㈱メガスポーツ D02　被服・縫製・帽子

中島築人 (受任者) スポーツオーソリティ水戸内原店

〒103-0012 〒319-0317

9000001737 東京都中央区日本橋堀留町２丁目８－４ 茨城県水戸市内原２丁目１

電03-5644-3666 Ｆ03-5644-3668 電029-259-1595 Ｆ029-259-1569

(0058)

　Ｃ　日用品類
番 号

(受付番号)

㈱シンドウ L02　設備資材

真藤実男 (受任者) －

〒315-0052 〒315-0052

9000001702 茨城県かすみがうら市下稲吉１６７１ 茨城県かすみがうら市下稲吉１６７１

電0299-59-3611 Ｆ0299-59-3610 電0299-59-3611 Ｆ0299-59-3610

(0023)

砂川産業㈱ I01　工具・工作機械

砂川秀吉

〒316-0013

9000001683 茨城県日立市千石町２丁目５－７

電0294-33-3411 Ｆ0294-33-3432

(0004)

※　営業種目の追加登録
番 号

(受付番号)

（公財）茨城県学校給食会 C99　その他

小川　均

〒319-0323

9000000700 茨城県水戸市鯉淵町２５０８－５２

電029-259-0011 Ｆ029-259-7721

(800)

代表者・所在地等

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

Z02　食品 C01　雑貨・金物

C01　雑貨・金物 I05　消防・防災用品

C01　雑貨・金物 I05　消防・防災用品

商号又は名称 営 業 種 目

B08　木製家具

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

B02　OA機器 N01　OA機器
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　　E　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

滝川薬局 C01　雑貨・金物

河合光恵

〒310-0844

9000001736 茨城県水戸市住吉町３－１１

電029-247-0020 Ｆ029-247-0002

(0057)

みがわファミリー薬局 C01　雑貨・金物

庄司幸枝

〒310-0913

9000001735 茨城県水戸市見川町２１３１－１１６５

電029-244-1855 Ｆ029-244-2566

(0056)

㈱ウェルクル B02　OA機器

田中　学 (受任者) 東京支店

〒541-0041 〒101-0047

9000001694 大阪府大阪市中央区北浜３丁目１－６　サン北浜ビル４Ｆ 東京都千代田区内神田２丁目１１－６　喜助内神田ビル３Ｆ

電06-6484-7321 Ｆ06-6484-7657 電03-5207-2695 Ｆ03-5207-2696

(0015)

サンコー薬品㈱ E01　医薬品

米川晴美

〒144-0045

9000001695 東京都大田区南六郷２丁目２８－４

電03-3732-4678 Ｆ03-3733-0292

(0016)

㈱タケミ・コーポレーション Z99　その他

廣瀨丈巳

〒593-8316

9000001718 大阪府堺市西区山田２丁目１９１－１

電072-294-9801 Ｆ072-294-9802

(0039)

　Ｆ　広告装飾
番 号

(受付番号)

彩画
大下智美

〒310-0911

9000001715 茨城県水戸市見和１丁目３６９－４

電029-225-3964 Ｆ029-225-8964

(0036)

製造業

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

F01　看板・標識

E05　衛生器材 E04　医療器材

E02　工業薬品 M99　その他

（特約店等：小林商事　）

E01　医薬品 E05　衛生器材

E04　医療器材 N02　各種機器

E01　医薬品 E05　衛生器材

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等
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　　G　電気機器類

番 号
(受付番号)

関東三立電子㈱
時野谷実

〒308-0021

9000001719 茨城県筑西市甲１２０－１

電0296-24-7011 Ｆ0296-24-5994

(0040)

㈱石森製作所
石森丈雄

〒210-0807

9000001684 神奈川県川崎市川崎区港町２－１８

電044-221-0450 Ｆ044-223-0685

(0005)

荏原実業㈱ I99　その他

吉田俊範 (受任者) 茨城営業所

〒104-8174 〒305-0051

9000001687 東京都中央区銀座７丁目１４－１ 茨城県つくば市二の宮３丁目２－７　第四芳村ビル

電03-5565-2881 Ｆ03-5565-2894 電029-860-5280 Ｆ029-860-5285

(0008)

製造業

㈱テレコム J02　車両部品・用品

堀越寛生 (受任者) 千葉支店

〒224-0051 〒260-0834

9000001716 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５－６ 千葉県千葉市中央区今井１丁目１９－１２

電045-942-2029 Ｆ045-942-2144 電043-305-0831 Ｆ043-208-1271

(0037)

日本コムシス㈱
加賀谷卓 (受任者) 社会基盤事業本部

〒141-8647 〒141-8647

9000001698 東京都品川区東五反田２丁目１７－１ 東京都品川区東五反田２丁目１７－１

電03-3448-7171 Ｆ072-294-9802 電03-3448-7171 Ｆ03-3445-6300

(0019)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

G02　通信関係機器 B02　OA機器

G03　電気設備機器 E02　工業薬品

（特約店等：荏原製作所　）

G02　通信関係機器 N02　各種機器

（特約店等：日本電気　モトローラ・ソリューションズ　アイコム　富士通　）

G02　通信関係機器

G99　その他
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　　I　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

㈱仁悠堂
藤戸　寛

〒310-0815

9000001701 茨城県水戸市本町２丁目１３－３９　ＦＫＹドリームハイツ２０５号室

電029-246-6180 Ｆ029-246-6181

(0022)

植田機工㈱ I05　消防・防災用品

植田揚光

〒312-0063

9000001697 茨城県ひたちなか市田彦１６２１－２

電029-273-1211 Ｆ029-273-2054

(0018)

帝商㈱
中野　誠

〒108-0075

9000001685 東京都港区港南１丁目２－７０

電03-6810-4842 Ｆ03-3472-8661

(0006)

※　営業種目の追加登録
番 号

(受付番号)

ミドリ安全茨城㈱ I05　消防・防災用品

賀来良治 (受任者) 水戸営業所

〒316-0003 〒311-4153

9000000221 茨城県日立市多賀町５丁目１６－３ 茨城県水戸市河和田町３８５４

電0294-36-0506 Ｆ0294-36-0987 電029-254-8982 Ｆ029-254-8984

(796)

　Ｊ　輸送機器
番 号

(受付番号)

㈲トキノ自動車 J01　自動車

岸　清壽

〒310-0914

9000001696 茨城県水戸市小吹町１９５９－１

電029-305-8833 Ｆ029-305-8838

(0017)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

C02　はきもの類 D02　被服・縫製・帽子

I04　農業機器

（特約店等：京セラインダストリアルツールズ販売　丸山製作所　寺田ポンプ製作所　三菱マテリアル　）

I05　消防・防災用品 J04　特殊車両

（特約店等：帝国繊維　進和化学工業　東邦ゴム工業　）

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

I02　厨房機器

（特約店等：日本調理機　）

I01　工具・工作機械
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

昭和建設㈱
小松原仁

〒310-8525

9000001706 茨城県水戸市千波町１９０５

電029-241-2162 Ｆ029-243-6294

(0027)

㈱日比谷花壇
宮島浩彰

〒106-8587

9000001726 東京都港区南麻布１丁目６－３０

電03-5444-8705 Ｆ03-5444-8756

(0047)

　Ｍ　上下水道資材
番 号

(受付番号)

アクアインテック㈱
八本　功 (受任者) 東京営業所

〒439-0022 〒101-0062

9000001708 静岡県菊川市東横地３３１１－１ 東京都千代田区神田駿河台４丁目２－５　御茶ノ水ＮＫビル

電0537-25-7540 Ｆ0537-25-7541 電03-3256-8321 Ｆ03-3256-8322

(0029)

製造業

　Ｎ　リース・レンタル
番 号

(受付番号)

ダスキン山多屋商事㈱
井口栄一 (受任者) ダスキンレントオール土浦イベントセンター

〒315-0001 〒300-0066

9000001699 茨城県石岡市石岡１３４６２－５６ 茨城県土浦市虫掛３５５５

電0299-23-7451 Ｆ0299-23-2216 電029-822-8282 Ｆ029-822-8280

(0020)

㈱グラファ―
石井大地

〒151-0051

9000001717 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目２－３

電03-3405-7007 Ｆ03-6369-3823

(0038)

㈱セブンサービス企画装飾
山村未来男 (受任者) つくば営業所

〒279-0025 〒305-0074

9000001732 千葉県浦安市鉄鋼通り３丁目４－５ 茨城県つくば市高野台２丁目４－１７

電047-351-7777 Ｆ047-352-8689 電029-836-3577 Ｆ029-836-1577

(0053)

N99　その他

N99　その他

N01　OA機器 B02　OA機器

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

M01　管・鉄蓋類

L99　その他 L04　農業・園芸用品

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

L01　工事用資材
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　　Z　その他

番 号
(受付番号)

㈲アートワークス
長峰　良

〒310-0063

9000001720 茨城県水戸市五軒町１丁目５－４４

電029-302-8123 Ｆ029-302-8120

(0041)

稲石畜産㈱
稲石本也

〒310-0815

9000001700 茨城県水戸市本町１丁目１０－５

電029-221-8751 Ｆ029-231-6478

(0021)

製造業

菊池豆腐店
菊池智喜

〒310-0841

9000001705 茨城県水戸市酒門町３１６３－２

電029-248-7655 Ｆ029-248-7655

(0026)

製造業

㈱鈴木商会
鈴木康弘

〒310-0901

9000001680 茨城県水戸市田野町６５５－４

電029-291-5015 Ｆ029-291-4110

(0001)

㈱大洋
星　文佳

〒310-0851

9000001689 茨城県水戸市千波町１９５０　ウェーブ２１ビル３Ｆ　Ａ

電029-305-3321 Ｆ072-294-9802

(0010)

㈱登里信
鶴田広美

〒311-4154

9000001709 茨城県水戸市萱場町７７０－５

電029-251-4624 Ｆ029-253-5158

(0030)

製造業

㈱中村屋
永盛正男

〒310-0852

9000001730 茨城県水戸市笠原町６００－１２

電029-241-6550 Ｆ029-243-7815

(0051)

富士園茶舗
川又宣久

〒310-0912

9000001681 茨城県水戸市見川２丁目３４２－１

電029-243-0032 Ｆ029-243-7508

(0002)

㈲笹川
笹川泰男

〒300-0047

9000001723 茨城県土浦市生田町３－２１

電029-826-4129 Ｆ029-826-4129

(0044)

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z01　リサイクル

Z02　食品

Z01　リサイクル

Z02　食品

Z02　食品

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

Z99　その他

8/ 9



　　Z　その他

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

㈱木下抗菌サービス E99　その他

川村卓也

〒163-1309

9000001704 東京都新宿区西新宿６丁目５－１

電03-5908-2389 Ｆ03-5908-1081

(0025)

日本コンピュータ・ダイナミクス㈱ J03　自転車・オートバイ

下條　治 (受任者) パーキングシステム事業部

〒141-0031 〒141-0031

9000001693 東京都品川区西五反田４丁目３２－１ 東京都品川区西五反田４丁目３２－１

電03-5437-1021 Ｆ03-5437-1022 電03-5437-1031 Ｆ03-5437-1032

(0014)

パシフィックパワー㈱
合津美智子

〒101-0054

9000001711 東京都千代田区神田錦町３丁目２２

電03-5244-5423 Ｆ03-3296-0543

(0032)

㈱萬年
林　慧勇

〒367-0244

9000001728 埼玉県児玉郡神川町八日市５４５－１

電0495-77-4459 Ｆ0495-77-0978

(0049)

Z01　リサイクル

Z99　その他 N99　その他

Z99　その他

Z99　その他 J99　その他

9/ 9



あ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

㈲アートワークス  ··································· 8 

アイエンジニアリング㈱  ························ 2 

㈱ＩＴＳ  ················································· 1 

アクアインテック㈱  ······························· 7 

㈱アクロホールディングス  ····················· 2 

㈲飯島写真製作所  ··································· 1 

㈱石森製作所  ·········································· 5 

稲石畜産㈱  ············································· 8 

（公財）茨城県学校給食会  ····················· 3 

植田機工㈱  ············································· 6 

㈱ウェルクル  ·········································· 4 

エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・  

テクノ・コミュニケーションズ㈱  ··· 2 

エヌ・ティ・ティ・データ・  

カスタマサービス㈱  ··· 2 

荏原実業㈱  ············································· 5 

か̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

㈱笠間印刷所  ·········································· 1 

㈱カワマタコーポレーション  ················· 2 

関東三立電子㈱  ······································ 5 

菊池豆腐店  ············································· 8 

㈱木下抗菌サービス  ······························· 9 

㈱グラファ―  ·········································· 7 

さ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

彩画  ························································ 4 

㈲笹川  ···················································· 8 

サンコー薬品㈱  ······································ 4 

㈱ＪＴＢ  ················································· 1 

昭和建設㈱  ············································· 7 

シンコーファシリティーズ㈱  ················· 2 

㈱シンドウ  ············································· 3 

㈱仁悠堂  ················································· 6 

㈱鈴木商会  ············································· 8 

砂川産業㈱  ············································· 3 

㈱セブンサービス企画装飾  ····················· 7 

センター印刷㈱  ······································ 1 

た̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

㈱大洋  ···················································· 8 

滝川薬局  ················································ 4 

㈱タケミ・コーポレーション  ················· 4 

ダスキン山多屋商事㈱  ··························· 7 

帝商㈱  ···················································· 6 

㈲寺門印刷  ············································· 1 

㈱テレコム  ············································· 5 

㈱塔文社  ················································ 1 

㈱トータル・サポート・システム  ·········· 2 

㈲時の広告社  ········································· 1 

㈲トキノ自動車  ······································ 6 

㈱ドットネクスト  ·································· 2 

㈱登里信  ················································ 8 

な̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

㈱中村屋  ················································ 8 

ニッセイ情報テクノロジー㈱  ················· 2 

日本コムシス㈱  ······································ 5 

日本コンピュータ・ダイナミクス㈱  ······ 9 

は̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

ＨＡＲＶＥＹ㈱  ······································ 3 

パシフィックパワー㈱  ··························· 9 

㈱日比谷花壇  ········································· 7 

富士園茶舗  ············································· 8 

ま̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

㈱萬年  ···················································· 9 

みがわファミリー薬局  ··························· 4 

㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン  ······ 3 

ミドリ安全茨城㈱  ·································· 6 

㈲宮田企画  ············································· 1 

㈱メガスポーツ  ······································ 3 

業者索引簿 
（数字は，掲載頁）  




