
　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

㈱あけぼの印刷社 A03　フォーム印刷

山田　周

〒310-0804

9000000591 茨城県水戸市白梅１丁目２－１１

電029-227-5505 Ｆ029-227-8285

(360)

製造業

㈲旭印刷
江橋一浩

〒310-0843

9000000314 茨城県水戸市元石川町２７６－２６

電029-247-1641 Ｆ029-247-1694

(695)

製造業

㈱アドライズ F02　記章・旗

三浦　進

〒310-0836

9000000337 茨城県水戸市元吉田町９３２グレースガーデン１０１号室

電029-291-7721 Ｆ029-248-7726

(217)

茨城青写真製本㈱ A99　その他

鴨志田恭輔

〒310-0061

9000000116 茨城県水戸市北見町６－３１

電029-225-3951 Ｆ029-231-5958

(54)

製造業

茨城弘報㈱ F01　看板・標識

大平勝典

〒310-0841

9000001417 茨城県水戸市酒門町４２６９－６

電029-304-5040 Ｆ029-304-6615

(282)

㈱茨城新聞社 A02　軽印刷

沼田安広 (受任者) 水戸支社

〒310-8686 〒310-8686

9000000945 茨城県水戸市笠原町９７８－２５茨城県開発公社ビル 茨城県水戸市笠原町９７８－２５茨城県開発公社ビル

電029-239-3001 Ｆ029-301-0361 電029-239-3010 Ｆ029-301-0361

(652)

㈱茨城複写システム A02　軽印刷

川又由希子

〒310-0851

9000000655 茨城県水戸市千波町１４２０－５

電029-225-4010 Ｆ029-225-4010

(1021)

㈲うりなみ印刷
鈴木幸夫

〒310-0836

9000000328 茨城県水戸市元吉田町３７６－１３

電029-247-7176 Ｆ029-247-7176

(977)

製造業

㈲川田プリント
川田　侃

〒310-0041

9000000027 茨城県水戸市上水戸４丁目６－５３

電029-253-5551 Ｆ029-254-5009

(732)

製造業

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 F01　看板・標識

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A99　その他 F02　記章・旗

A99　その他 A01　一般印刷

A99　その他 A01　一般印刷

A02　軽印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱川又感光社 N01　OA機器

川又俊之

〒310-0063

9000000855 茨城県水戸市五軒町１丁目５－４８

電029-221-7781 Ｆ029-221-7789

(1022)

製造業

関東印刷㈱ A03　フォーム印刷

渋谷浩次

〒310-0845

9000000025 茨城県水戸市吉沢町３５２－８８

電029-246-1200 Ｆ029-246-1711

(928)

製造業

協和ビジネスシステム㈱
尾形正苗

〒310-0841

9000000440 茨城県水戸市酒門町４２２５－８

電029-247-1147 Ｆ029-248-7987

(602)

製造業

㈱広陽 A99　その他

弓野　護

〒310-0054

9000000312 茨城県水戸市愛宕町２１９５－３

電029-300-3522 Ｆ029-300-3523

(406)

製造業

㈱光和印刷 A03　フォーム印刷

宮角貴裕

〒310-0836

9000000769 茨城県水戸市元吉田町１８２３－２２

電029-247-4362 Ｆ029-247-9584

(285)

製造業

コトブキ印刷㈱ A99　その他

江幡　修

〒310-0851

9000000019 茨城県水戸市千波町２３９８－１

電029-241-1000 Ｆ029-241-1230

(499)

製造業

㈱コンライズ F02　記章・旗

草間優也

〒310-0852

9000001487 茨城県水戸市笠原町１６３７－７

電029-306-6730 Ｆ029-306-6731

(987)

㈲彩美グラフィック
猿田　曻

〒311-4143

9000000394 茨城県水戸市大塚町１３７０

電029-252-6819 Ｆ029-252-6872

(859)

製造業

佐藤印刷㈱ A99　その他

佐藤隆一

〒310-0043

9000000174 茨城県水戸市松が丘２丁目３－２３

電029-251-1212 Ｆ029-251-1047

(579)

製造業

A99　その他 A01　一般印刷

（特約店等：桜井　キヤノンシステムアンドサポート　リコー　富士ゼロックス茨城　）

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A03　フォーム印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 F01　看板・標識

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈲サンクリエイト
若菜　治

〒310-0841

9000000415 茨城県水戸市酒門町３０３５－１７

電029-222-5811 Ｆ029-222-5813

(52)

製造業

㈱常創 F01　看板・標識

宮角晶裕

〒310-0844

9000000069 茨城県水戸市住吉町２－２５

電029-240-0333 Ｆ029-240-0335

(264)

製造業

城東印刷
戸部由夫

〒310-0841

9000000351 茨城県水戸市酒門町４２２４－４

電029-247-7043 Ｆ029-248-7094

(802)

製造業

㈲泰平印刷 A99　その他

髙橋雅孝

〒311-1133

9000000292 茨城県水戸市栗崎町１６０８－３

電029-269-2270 Ｆ029-269-3015

(53)

製造業

㈱高野高速印刷 A03　フォーム印刷

高野秀樹

〒310-0035

9000000269 茨城県水戸市東原２丁目８－１

電029-231-0989 Ｆ029-221-4176

(1003)

製造業

㈱東洋印刷 A03　フォーム印刷

林　明

〒310-0033

9000000508 茨城県水戸市常磐町２丁目９－３３

電029-221-3220 Ｆ029-231-5765

(126)

製造業

戸崎印刷所
戸﨑喜久雄

〒311-4205

9000000147 茨城県水戸市下国井町７８６

電029-239-6713 Ｆ029-239-6119

(875)

製造業

㈲長友印刷所 F01　看板・標識

長友進一

〒310-0841

9000001554 茨城県水戸市酒門町１０８３－２

電029-247-2990 Ｆ029-247-2354

(1112)

製造業

㈱二鶴堂印刷所
小倉克夫

〒310-0851

9000000605 茨城県水戸市千波町２７７０－４

電029-243-1388 Ｆ029-243-1389

(902)

製造業

A02　軽印刷 B99　その他

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱日宣メディックス F02　記章・旗

上金健一

〒310-0836

9000001235 茨城県水戸市元吉田町７１６－３

電029-248-2344 Ｆ029-248-2342

(748)

野沢印刷㈱ A99　その他

尾鷲啓治

〒310-0843

9000000898 茨城県水戸市元石川町字権現台２７６－２７

電029-248-0117 Ｆ029-240-1431

(1077)

製造業

㈱パロス A02　軽印刷

山﨑淳一

〒311-4163

9000000095 茨城県水戸市加倉井町字元光山３４０－３

電029-252-5218 Ｆ029-252-5243

(97)

製造業

ビジネスフォーム㈱ A01　一般印刷

広原正文

〒310-0851

9000000247 茨城県水戸市千波町２７７０－４

電029-241-4598 Ｆ029-243-6171

(832)

製造業

冨士オフセット印刷㈱ A99　その他

松本隆史

〒310-0067

9000000150 茨城県水戸市根本３丁目１５３４－２

電029-231-4241 Ｆ029-222-2222

(223)

製造業

㈲双葉印刷
阿部新一

〒310-0913

9000000595 茨城県水戸市見川町２５００－７

電029-241-2626 Ｆ029-241-7895

(127)

製造業

㈱ブリッジ N01　OA機器

船橋範行

〒311-4163

9000001666 茨城県水戸市加倉井町２０９９

電029-297-9520 Ｆ029-297-9521

(1038)

㈲マスダシール印刷所
増田加和子

〒310-0912

9000000009 茨城県水戸市見川５丁目１２７－２８６

電029-253-0644 Ｆ029-252-9510

(681)

製造業

松宮プリント社 B03　用紙類

松宮政孝

〒310-0817

9000000979 茨城県水戸市柳町１丁目５－１８

電029-233-3888 Ｆ029-224-8873

(927)

製造業

A01　一般印刷 F01　看板・標識

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A99　その他 A01　一般印刷

A03　フォーム印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 F01　看板・標識

A99　その他

A01　一般印刷 A02　軽印刷
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

山三印刷㈱ A99　その他

三次文子

〒311-4153

9000000687 茨城県水戸市河和田町４４３３－３３

電029-252-8481 Ｆ029-252-8459

(968)

製造業

㈲山田軽印刷所
山田青史

〒310-0912

9000000733 茨城県水戸市見川２丁目６３－１４

電029-221-3480 Ｆ029-221-3440

(809)

製造業

㈱読売茨城広告社
君島尚之

〒310-0851

9000000788 茨城県水戸市千波町１９５３－４

電029-244-5555 Ｆ029-244-5151

(697)

ワタヒキ印刷㈱ A99　その他

綿引泰典

〒310-0012

9000000222 茨城県水戸市城東１丁目５－２１

電029-221-4381 Ｆ029-225-8794

(861)

製造業

油鉄印刷㈱ A03　フォーム印刷

蓮見公男

〒306-0034

9000000201 茨城県古河市長谷町２８－３２

電0280-22-0433 Ｆ0280-22-1330

(814)

製造業

いばらき印刷㈱
椿本　学

〒319-1112

9000000168 茨城県那珂郡東海村村松字平原３１１５－３

電029-282-0370 Ｆ029-282-0524

(852)

製造業

岩城印刷㈱
岩城陽一

〒311-1301

9000000240 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町２４２６－１

電029-267-5255 Ｆ029-267-7155

(337)

製造業

大富印刷㈱
小室博俊

〒311-1251

9000000125 茨城県ひたちなか市山崎１６０

電029-265-9000 Ｆ029-265-9321

(132)

製造業

㈲クリエイティブサンエイ A02　軽印刷

桧山隆志

〒311-4303

9000000600 茨城県東茨城郡城里町石塚１４１２－２

電029-288-7778 Ｆ029-288-7801

(402)

製造業

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷

A01　一般印刷 F02　記章・旗
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

弘美印刷㈱
村田浩敏

〒312-0062

9000001144 茨城県ひたちなか市高場２５７７－１

電029-272-4545 Ｆ029-272-4551

(367)

製造業

㈱タナカ B99　その他

田中司郎 (受任者) 水戸営業所

〒300-4115 〒310-0847

9000000514 茨城県土浦市藤沢３４９５－１ 茨城県水戸市米沢町１－１

電029-862-1234 Ｆ029-862-1122 電029-247-1810 Ｆ029-247-9568

(745)

製造業

㈱横山印刷 A03　フォーム印刷

横山晃教

〒300-0037

9000001620 茨城県土浦市桜町３丁目７－２

電029-821-1031 Ｆ029-821-1036

(458)

製造業

㈱アイコンサルタント N99　その他

小川正幸 (受任者) 北関東支店

〒350-1315 〒310-0914

9000001369 埼玉県狭山市大字北入曽１３６３－１ 茨城県水戸市小吹町３８５－２

電04-2933-8600 Ｆ04-2950-6006 電029-241-3003 Ｆ029-212-3005

(869)

アクリーグ㈱ N01　OA機器

磯山左門 (受任者) 茨城営業所

〒323-0042 〒310-0836

9000001358 栃木県小山市大字外城８１－９ 茨城県水戸市元吉田町１０４１－４

電0285-24-3933 Ｆ0285-22-8224 電029-309-8801 Ｆ029-309-8805

(301)

朝日航洋㈱
尾暮敏範 (受任者) 水戸支店

〒136-0082 〒310-0803

9000000246 東京都江東区新木場４丁目７－４１ 茨城県水戸市城南１丁目７－５

電03-3522-7161 Ｆ03-3522-7162 電029-224-4712 Ｆ029-224-4726

(94)

製造業

アシスト㈱
西村竹松

〒458-0021

9000001347 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５丁目１３１０

電052-908-0020 Ｆ052-908-0030

(1079)

製造業

アテンサプライ㈱ A02　軽印刷

中嶋隆二

〒612-8456

9000001545 京都府京都市伏見区中島中道町１３３

電075-585-3136 Ｆ075-585-3161

(804)

製造業

㈱アド・プラン
下宮　仁

〒970-8034

9000000585 福島県いわき市平上荒川字長尾７４－８

電0246-29-3154 Ｆ0246-29-3151

(22)

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A03　フォーム印刷 F01　看板・標識

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A99　その他 N01　OA機器

（特約店等：パスコ　ゼンリン　）

A99　その他 B02　OA機器

A99　その他 B02　OA機器

A01　一般印刷

A03　フォーム印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 F01　看板・標識
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱イセトー A99　その他

小谷達雄 (受任者) 水戸営業所

〒604-0845 〒310-0026

9000000721 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 茨城県水戸市泉町２丁目２－３３水戸泉町ビル３Ｆ

電075-255-8700 Ｆ075-255-8705 電029-226-1830 Ｆ029-221-5497

(123)

製造業

㈱会議録センター
加藤剛也

〒369-0112

9000001291 埼玉県鴻巣市鎌塚１丁目４－１２

電048-549-0822 Ｆ048-548-9400

(364)

製造業

㈱現代けんこう出版 B99　その他

砂田昌彦

〒130-0026

9000000082 東京都墨田区両国１丁目１２－８

電03-3846-1088 Ｆ03-3846-1189

(421)

製造業

国際航業㈱ Z99　その他

土方　聡 (受任者) 水戸営業所

〒102-0085 〒310-0803

9000000241 東京都千代田区六番町２ 茨城県水戸市城南１丁目１－８

電03-3262-6221 Ｆ03-3262-7020 電029-221-7251 Ｆ029-227-5960

(468)

国土地図㈱
稲垣秀夫

〒161-0031

9000000561 東京都新宿区西落合２丁目１２－４

電03-3953-5879 Ｆ03-3953-5963

(625)

小林クリエイト㈱ A99　その他

小林友也 (受任者) 千葉営業部

〒448-8656 〒260-0032

9000000202 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５ 千葉県千葉市中央区登戸１丁目２１－８

電0566-26-5310 Ｆ0566-26-5308 電043-301-2718 Ｆ043-301-2470

(706)

製造業

㈱コンヴィヴ
菅原健次

〒113-0033

9000001131 東京都文京区本郷２丁目２７－１８

電03-3818-4670 Ｆ03-3818-4852

(218)

㈲サイシン広告
岸本　穂

〒369-1871

9000001070 埼玉県秩父市下影森４０５７－１１

電0494-24-3995 Ｆ0494-24-3982

(79)

㈱サイネックス I99　その他

村田吉優

〒542-0066

9000001277 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目６－１３

電06-6766-3341 Ｆ06-6766-3351

(266)

A03　フォーム印刷 A02　軽印刷

A02　軽印刷 G04　視聴覚機器

A01　一般印刷 A99　その他

A99　その他 B02　OA機器

（特約店等：ＥＳＲＩジャパン　）

A99　その他

A03　フォーム印刷 B03　用紙類

A01　一般印刷 B99　その他

A01　一般印刷 B01　事務用品

A01　一般印刷 G99　その他

（特約店等：モービーディック　ＮＳＳ　）
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

三和航測㈱
大西錦城 (受任者) 北関東支社

〒176-0012 〒310-0803

9000000887 東京都練馬区豊玉北６丁目１５－１４ 茨城県水戸市城南２丁目１５－１６水戸フレールビル

電03-3994-7501 Ｆ03-5999-1031 電029-225-6761 Ｆ029-225-6745

(283)

製造業

㈱昇寿堂 A99　その他

村松孝義 (受任者) 水戸営業所

〒104-0041 〒312-0027

9000000210 東京都中央区新富１丁目８－６ 茨城県ひたちなか市勝田中原町６－１６

電03-3552-3631 Ｆ03-3551-8291 電029-273-7667 Ｆ029-273-7668

(940)

製造業

㈱昭文社 F01　看板・標識

清水康史

〒102-8238

9000000141 東京都千代田区麹町３丁目１

電03-5625-4189 Ｆ03-5625-4184

(731)

製造業

昭和㈱
本島哲也 (受任者) 茨城営業所

〒114-0016 〒310-0803

9000000417 東京都北区上中里１丁目１１－８ 茨城県水戸市城南１丁目６－１０

電03-5276-8777 Ｆ03-5276-8787 電029-233-2922 Ｆ029-233-2918

(358)

藤原壮督

〒615-0851

9000000364 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５西京極駅前ビル６Ｆ

電075-924-2603 Ｆ075-924-2803

(238)

㈱セイブンドー A99　その他

矢川　修 (受任者) 茨城事業所

〒211-0022 〒309-1224

9000000528 神奈川県川崎市中原区苅宿４８－１６ 茨城県桜川市中泉３８８－９

電044-411-2151 Ｆ044-433-8169 電0296-75-3391 Ｆ0296-76-1893

(546)

製造業

㈱大輝 F01　看板・標識

岡野一德 (受任者) 茨城支店

〒183-0042 〒310-0905

9000000050 東京都府中市武蔵台３丁目７－８ 茨城県水戸市石川２丁目４２７１－２

電042-574-2911 Ｆ042-574-2412 電029-257-8577 Ｆ029-257-8583

(541)

第一法規㈱
田中英弥

〒107-8560

9000000263 東京都港区南青山２丁目１１－１７

電03-3404-2251 Ｆ03-3404-2269

(510)

㈱中央ジオマチックス
田中尚行

〒174-0041

9000000193 東京都板橋区舟渡３丁目１５－２２

電03-3967-1781 Ｆ03-3967-1503

(771)

製造業

A99　その他

A03　フォーム印刷 A02　軽印刷

A99　その他 A01　一般印刷

A99　その他 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A02　軽印刷

A03　フォーム印刷 A01　一般印刷

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所

A99　その他 B02　OA機器

A01　一般印刷 B99　その他

A99　その他
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

東京カートグラフィック㈱ B02　OA機器

西山和輔

〒167-0032

9000000560 東京都杉並区天沼２丁目４－４

電03-3392-6717 Ｆ03-3392-6720

(788)

製造業

㈱東京法規出版 C03　ギフト用品・百貨店

菅　国典

〒113-0021

9000000358 東京都文京区本駒込２丁目２９－２２

電03-5977-0300 Ｆ03-5977-0311

(91)

東洋印刷㈱ A02　軽印刷

土谷潤一郎 (受任者) 埼玉営業所

〒612-8456 〒336-0042

9000001442 京都府京都市伏見区中島中道町１３３ 埼玉県さいたま市南区大谷口５７４５

電075-604-2006 Ｆ075-604-6262 電048-711-7495 Ｆ048-711-7496

(485)

製造業

凸版印刷㈱ F99　その他

麿　秀晴 (受任者) 水戸営業所

〒110-8560 〒310-0012

9000000858 東京都台東区台東１丁目５－１ 茨城県水戸市城東１丁目６－１

電03-3835-5111 電029-227-3221 Ｆ029-225-7002

(581)

製造業

トッパン・フォームズ㈱ A99　その他

坂田甲一 (受任者) 水戸営業所

〒105-8311 〒310-0026

9000000922 東京都港区東新橋１丁目７－３ 茨城県水戸市泉町１丁目２－４

電03-6253-6000 Ｆ03-6253-5787 電029-221-2158 Ｆ029-221-2929

(1023)

製造業

内外地図㈱ B02　OA機器

五本木秀昭

〒101-0052

9000000615 東京都千代田区神田小川町３丁目２２

電03-3291-0338 Ｆ03-3291-7986

(785)

製造業

㈱中川製作所 B03　用紙類

一色　譲 (受任者) 北関東営業所

〒335-0005 〒311-4314

9000000719 埼玉県蕨市錦町２丁目５－２１ 茨城県東茨城郡城里町下古内字押越７９８－２

電048-444-8211 Ｆ048-443-6652 電029-288-5971 Ｆ029-288-2478

(379)

製造業

㈱ナカノアイシステム N01　OA機器

坂井　浩 (受任者) 北関東支店

〒950-0951 〒310-0903

9000000278 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２ 茨城県水戸市堀町２０７４－３メゾンドＫ３０６号

電025-284-2100 Ｆ025-284-3600 電029-257-6281 Ｆ029-257-6282

(538)

日本通信紙㈱ B99　その他

國生敏矢 (受任者) 北関東営業所

〒110-8653 〒315-0002

9000000728 東京都台東区下谷１丁目７－５ 茨城県石岡市柏原１３

電03-5826-5150 Ｆ03-5826-7656 電0299-23-2361 Ｆ0299-23-2365

(666)

製造業

A99　その他 A01　一般印刷

A01　一般印刷 B99　その他

A03　フォーム印刷 A01　一般印刷

A01　一般印刷 A99　その他

A03　フォーム印刷 B03　用紙類

A99　その他 A01　一般印刷

（特約店等：ＥＳＲＩジャパン　）

A03　フォーム印刷 I05　消防・防災用品

A99　その他 B02　OA機器

A03　フォーム印刷 B01　事務用品
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　　Ａ　印刷類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

富士ビジネス・サービス㈱ A01　一般印刷

岡田四郎 (受任者) 守谷営業所

〒161-0011 〒302-0118

9000000927 東京都荒川区西尾久７丁目５６－３ 茨城県守谷市立沢２１１５

電03-3809-4700 Ｆ03-3809-4701 電0297-45-0011 Ｆ0297-45-0016

(172)

製造業

㈱フロンティアインターナショナル N99　その他

河村康宏

〒150-0002

9000001626 東京都渋谷区渋谷３丁目３－５

電03-5778-3500 Ｆ03-5778-4747

(492)

製造業

㈱武揚堂 F01　看板・標識

小島武也

〒103-0027

9000000562 東京都中央区日本橋３丁目８－１６

電03-5704-7561 Ｆ03-5704-6685

(550)

製造業

㈱プライムプラン
眞壁信二

〒371-0846

9000001032 群馬県前橋市元総社町１４２－１

電027-253-3373 Ｆ027-252-7569

(787)

北海道地図㈱ B02　OA機器

小林毅一 (受任者) 東京支店

〒070-8071 〒102-0093

9000000527 北海道旭川市台場１条２丁目１－６ 東京都千代田区平河町２丁目６－１平河町ビル

電0166-61-5531 Ｆ0166-61-3300 電03-5216-4833 Ｆ03-5216-4830

(39)

製造業

八幡印刷㈱ A99　その他

八幡恭朗 (受任者) 水戸営業所

〒970-8026 〒310-0911

9000000550 福島県いわき市平字田町８２－１３ 茨城県水戸市見和３丁目１５２８－３８リバーガーデン１０６号

電0246-23-1471 Ｆ0246-23-1473 電0120-23-1473 Ｆ029-254-5414

(1071)

製造業

㈱ライズファクトリー Z99　その他

戸田その子

〒102-0072

9000000538 東京都千代田区飯田橋２丁目１－４日東九段ビル６Ｆ

電03-3288-0099 Ｆ03-3288-0097

(63)

A03　フォーム印刷 A02　軽印刷

A01　一般印刷 F01　看板・標識

A99　その他 A01　一般印刷

A99　その他

A01　一般印刷 A99　その他

A99　その他 F01　看板・標識

（特約店等：ＥＳＲＩジャパン　インフォマティクス　）

A01　一般印刷 A02　軽印刷
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　　Ｂ　事務用品家具類

番 号
(受付番号)

あおい情報システム㈱
大川原啓玄

〒310-0803

9000000103 茨城県水戸市城南１丁目４－７第５プリンスビル２Ｆ５号室

電029-222-4230 Ｆ029-222-4231

(1087)

㈱アキヤマアステック
秋山佳津江

〒310-0064

9000000905 茨城県水戸市栄町２丁目５－８

電029-221-5371 Ｆ029-227-2355

(932)

㈱アプリシエイト
和田幸哉

〒310-0001

9000001555 茨城県水戸市三の丸１丁目１－３ステーションフロント水戸７Ｆ

電029-350-6880 Ｆ029-350-6881

(610)

飯島運動具店
飯島秀雄

〒310-0913

9000000425 茨城県水戸市見川町２１６５－１９

電029-244-1147 Ｆ029-244-1154

(818)

㈲一弘堂
中村一博

〒310-0031

9000000346 茨城県水戸市大工町２丁目１－２５

電029-224-3339 Ｆ029-224-3395

(250)

㈱イチハラ商会 B02　OA機器

市原　薫

〒310-0836

9000000620 茨城県水戸市元吉田町１８５１－２

電029-248-0922 Ｆ029-247-2858

(1073)

㈱一司堂
中村眞一

〒310-0021

9000000977 茨城県水戸市南町２丁目６－１６

電029-221-4473 Ｆ029-221-4443

(807)

製造業

茨城県教科書販売㈱ H03　楽器類

川又英宏

〒311-4194

9000001328 茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－１９

電029-254-7222 Ｆ029-252-0114

(813)

茨城ケント販売㈱ B02　OA機器

東　巖

〒310-0905

9000000209 茨城県水戸市石川１丁目３７８７－１

電029-252-1531 Ｆ029-252-0190

(387)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

B02　OA機器 N01　OA機器

B06　学校用品 B99　その他

（特約店等：トップマン　）

B02　OA機器

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：ニシ・スポーツ　ツクシ製作所　ゼット　三英　セノー　）

B99　その他

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：内田洋行　コクヨ北関東販売　ライオン事務器　東京クラウン　東京エコール　三菱鉛筆　パイロットコーポレー
ション　プラス　）

B99　その他

（特約店等：サンビー　シャチハタ　）

B06　学校用品 B99　その他

B06　学校用品 G04　視聴覚機器

（特約店等：内田洋行　理想科学工業　日本医療器研究所　キヤノンマーケティングジャパン　プラス　エプソン販売　京セラド
キュメントソリューションズジャパン　ＴＯＡ　美術出版エデュケーショナル　シャープマーケティングジャパン　）
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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

㈱茨城スポーツ社
川津　精

〒310-0903

9000000746 茨城県水戸市堀町９９３－１

電029-239-3554 Ｆ029-239-3555

(833)

茨城倉庫㈱
太田正明

〒311-4165

9000000955 茨城県水戸市木葉下町字冨士山２９２－２２

電029-251-2211 Ｆ029-252-9579

(702)

茨城電話工業㈱ N99　その他

山本裕幹

〒310-0005

9000000298 茨城県水戸市水府町１５４４－３

電029-224-2000 Ｆ029-224-2022

(638)

㈱茨城ひかりのくに
内田浩司

〒310-0851

9000000948 茨城県水戸市千波町１２８６－７

電029-241-6600 Ｆ029-243-0664

(331)

㈱イマセ D03　室内装飾

今瀬　寛

〒310-0032

9000000547 茨城県水戸市元山町１丁目３－４０

電029-221-4640 Ｆ029-224-0137

(535)

㈱ウライ文具 B02　OA機器

古澤茂雄

〒310-0845

9000000545 茨城県水戸市吉沢町７００－６

電029-247-8047 Ｆ029-247-8334

(907)

㈱エバタコーポレーション D03　室内装飾

江幡吉彦

〒310-0912

9000000949 茨城県水戸市見川５丁目４－３３

電029-257-8533 Ｆ029-255-1917

(1116)

エビサワ家具卸売㈱ D01　寝具類

海老澤隆

〒310-0852

9000001674 茨城県水戸市笠原町９２２－５

電029-291-7171 Ｆ029-291-7172

(1082)

㈱大矢呉服店
大矢晋一

〒310-0815

9000001512 茨城県水戸市本町３丁目２１－１４

電029-221-3738 Ｆ029-224-5717

(1072)

B05　スポーツ用品

（特約店等：イモト　イサミコーポレーション　）

B99　その他

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：日本電気　パナソニックシステムソリューションズジャパン　キヤノンマーケティングジャパン　ナカヨ電子サービ
ス　）

B04　保育用品 H03　楽器類

（特約店等：ひかりのくに　マスセット　アイ企画　日本教材製作所　童心社　鈴木楽器販売　全音楽譜出版社　誠文社　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

（特約店等：内田洋行　コクヨ北関東販売　サンゲツ　リリカラ　立川ブラインド工業　）

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：東京クラウン　東京エコール　コクヨ北関東販売　カシオ計算機　生興　キハラ　三菱鉛筆　プラス　コニカミノル
タ　セキセイ　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

（特約店等：コクヨ北関東販売　オカムラ　パブリック　サンケイ　扶桑金属工業　プラス　生興　ニチベイ　）

B08　木製家具 D03　室内装飾

B06　学校用品
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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

㈲大山材木店
大山宜孝

〒310-0004

9000000698 茨城県水戸市青柳町７７５－１

電029-225-5936 Ｆ029-225-5943

(388)

小倉ゴム印店
小倉考史

〒310-0041

9000000682 茨城県水戸市上水戸２丁目２－４１

電029-221-5202 Ｆ029-226-7160

(917)

製造業

㈱家具インテリアアサノ D03　室内装飾

浅野　力

〒310-0851

9000000505 茨城県水戸市千波町２０９

電029-241-1375 Ｆ029-243-0989

(565)

㈲かねこ B02　OA機器

金子　修

〒310-0903

9000000757 茨城県水戸市堀町２０５８－４

電029-251-2393 Ｆ029-254-7026

(778)

㈱紙善 E05　衛生器材

神尾圭太郎

〒310-0053

9000000778 茨城県水戸市末広町１丁目３－６

電029-253-2211 Ｆ029-254-4257

(1084)

㈲協栄事務センター B08　木製家具

荒川正人

〒310-0851

9000000410 茨城県水戸市千波町１９９９－３

電029-243-7135 Ｆ029-243-7273

(696)

㈱グランドスポーツ
凉山弘久

〒311-4141

9000000170 茨城県水戸市赤塚１丁目１９９７－７

電029-254-8213 Ｆ029-254-8244

(641)

㈱ケーシーエス A03　フォーム印刷

金澤博之

〒311-4196

9000000796 茨城県水戸市谷津町１－４０

電029-253-6111 Ｆ029-253-6171

(518)

㈲湖南家具販売 D03　室内装飾

小林喜美重

〒310-0841

9000000344 茨城県水戸市酒門町３２９２－１１

電029-248-6032 Ｆ029-248-2979

(828)

B08　木製家具 L01　工事用資材

B99　その他

B07　スチール家具 B08　木製家具

（特約店等：アイリスチトセ　生興　愛知　コクヨ北関東販売　カリモク家具　川島織物セルコン　スミノエ東日本支社　立川ブ
ラインド工業　ニチベイ　光葉スチール　）

B07　スチール家具 B01　事務用品

（特約店等：東京鋼鐵工業　東京クラウン　中三エス・ティ　文運堂　）

B03　用紙類 C01　雑貨・金物

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：コクヨ北関東販売　イトーキ　パイロットコーポレーション　東京クラウン　）

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：美津濃　ゼット　セノー　三英　ニシ・スポーツ　松下徽章　ヤマト徽章　）

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：富士通　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

（特約店等：第一工業　愛知　東京鋼鐵工業　アイコ　光葉スチール　）
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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

小林紙商事㈱
小林裕明

〒310-0845

9000000956 茨城県水戸市吉沢町３３３－２

電029-247-3131 Ｆ029-248-2302

(740)

㈱コヤマスポーツ D02　被服・縫製・帽子

小山健一郎

〒310-0021

9000000519 茨城県水戸市南町２丁目６－１５

電029-231-5177 Ｆ029-231-5170

(1047)

後藤剣道具店
後藤重信

〒311-4152

9000000826 茨城県水戸市河和田１丁目１４５６－１－３－１０１

電029-291-8804 Ｆ029-291-6009

(1052)

スポーツショップ三球 F02　記章・旗

渡邉　毅

〒311-4152

9000000336 茨城県水戸市河和田３丁目２２９９－１

電029-253-3901 Ｆ029-251-6960

(605)

㈱駿河屋
大原康宏

〒310-0852

9000001278 茨城県水戸市笠原町１４９７－１

電029-241-2002 Ｆ029-243-5999

(1083)

㈲タキエ商事 B01　事務用品

大塚伸子

〒310-0905

9000000754 茨城県水戸市石川３丁目４１７６－５

電029-252-5788 Ｆ029-254-0777

(1055)

㈱田宮 B03　用紙類

田宮伸一朗

〒310-0031

9000000026 茨城県水戸市大工町３丁目１－２８

電029-221-6117 Ｆ029-231-7405

(766)

㈱ダイワ商会 B06　学校用品

高輪則夫

〒311-4155

9000001450 茨城県水戸市飯島町６４１－１

電029-251-4013 Ｆ029-253-3025

(943)

㈱東和 N01　OA機器

山部正彦

〒310-0845

9000000304 茨城県水戸市吉沢町１０６０－２

電029-247-2111 Ｆ029-247-7298

(380)

B03　用紙類 C01　雑貨・金物

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

B05　スポーツ用品

（特約店等：竹山商事　）

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：イモト　三共スポーツ　三英　ルイ髙　）

B08　木製家具

B02　OA機器 B07　スチール家具

（特約店等：リコー　東京鋼鐵工業　アマノ　東関東明光販売　東芝テック　東京エコール　シャープマーケティングジャパン
オカムラ　東京クラウン　）

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：東京クラウン　コクヨ北関東販売　東京エコール　エレコム　プラス　トンボ鉛筆　パイロットコーポレーション
三菱鉛筆東京販売　ナカバヤシ　サンケーキコム　）

B08　木製家具 B07　スチール家具

（特約店等：イチムラ　イトーキ　愛知　須藤黒板製作所　フジマック　）

B02　OA機器 B01　事務用品

（特約店等：富士ゼロックス茨城　ムサシ　桜井　ホリゾン・ジャパン　）
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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

㈱トキワ
樋川賢一

〒310-0843

9000000462 茨城県水戸市元石川町２７６－２２

電029-248-1625 Ｆ029-248-1991

(149)

㈱トビタ文具 B07　スチール家具

飛田一男

〒311-4164

9000001247 茨城県水戸市谷津町８８７

電029-212-5311 Ｆ029-253-0681

(580)

仲田印店
仲田常藏

〒310-0026

9000000233 茨城県水戸市泉町３丁目１－２１

電029-221-5363 Ｆ029-224-0650

(887)

製造業

㈲永井書店 B99　その他

美野輪博一

〒310-0817

9000000636 茨城県水戸市柳町２丁目８－１６

電029-224-3420 Ｆ029-226-1707

(948)

㈲ナガノ事務機 B01　事務用品

長野久嗣

〒310-0905

9000000915 茨城県水戸市石川１丁目３９０６－２

電029-252-9295 Ｆ029-252-7752

(931)

㈱ヌマタ事務商会 B08　木製家具

沼田昌彦

〒310-0852

9000000521 茨城県水戸市笠原町１４２２－１

電029-212-3331 Ｆ029-212-3332

(1002)

東水戸データーサービス㈱ N01　OA機器

関根裕二

〒310-0004

9000000211 茨城県水戸市青柳町３８９６

電029-291-8800 Ｆ029-291-8801

(835)

富士ゼロックス茨城㈱ N01　OA機器

村田耕一 (受任者) 営業統括部

〒310-0803 〒310-0803

9000000574 茨城県水戸市城南２丁目１－２０ 茨城県水戸市城南２丁目１－２０

電029-222-2450 Ｆ029-222-4020 電029-222-2450 Ｆ029-222-4020

(439)

フジタ㈱ B02　OA機器

藤田治之

〒310-0021

9000000043 茨城県水戸市南町１丁目３－６

電029-231-3333 Ｆ029-231-3337

(601)

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：富士通　）

B01　事務用品 B03　用紙類

（特約店等：コクヨ北関東販売　東京クラウン　三菱鉛筆　パイロットコーポレーション　）

B99　その他

B07　スチール家具 B01　事務用品

（特約店等：内田洋行　コクヨ北関東販売　東京鋼鐵工業　三菱鉛筆　明光商会　シャープ　武藤工業　アマノ　リコー　キハ
ラ）

B02　OA機器 B07　スチール家具

（特約店等：リコー　キヤノンマーケティングジャパン　プラス　）

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：プラス　コクヨ北関東販売　イトーキ　ライオン事務器　生興　アイコ　ゼブラ　三菱鉛筆東京販売　パイロットコー
ポレーション　アルテ　）

B02　OA機器 A02　軽印刷

B02　OA機器 B01　事務用品

（特約店等：富士ゼロックス　）

B01　事務用品 B07　スチール家具

（特約店等：日本ファイリング　ライオン事務器　オカムラ　コクヨ北関東販売　）
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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

㈱フジタビジネスマシンズ N01　OA機器

藤田卓也

〒310-0803

9000000306 茨城県水戸市城南１丁目２－８

電029-225-1755 Ｆ029-225-1712

(451)

㈲双葉書店
鈴木信正

〒310-0852

9000000701 茨城県水戸市笠原町６００－３５

電029-239-5575 Ｆ029-239-5570

(768)

㈲ホームシック D03　室内装飾

上田修一

〒311-4153

9000001415 茨城県水戸市河和田町３７５５－１

電029-350-3213 Ｆ029-350-3214

(912)

㈱三浦商店 B07　スチール家具

三浦晴保

〒310-0021

9000000656 茨城県水戸市南町３丁目３－４７

電029-221-2390 Ｆ029-227-0547

(1065)

水戸スポーツ㈱
根本一丸

〒310-0055

9000000649 茨城県水戸市袴塚１丁目１－２

電029-224-3450 Ｆ029-224-3430

(976)

㈱水戸洋紙店
小林隆巳

〒310-0892

9000001644 茨城県水戸市笠原町１７１１－１５

電029-243-5671 Ｆ029-241-7980

(722)

㈱むろおか商会 E04　医療器材

小沼義明

〒310-0911

9000000149 茨城県水戸市見和１丁目３１４－１８

電029-251-5469 Ｆ029-251-5446

(831)

㈲森田商事 B01　事務用品

阿久津勝也

〒310-0035

9000000331 茨城県水戸市東原３丁目３－２８

電029-221-3351 Ｆ029-225-4109

(1090)

㈱ユードム G02　通信関係機器

森　淳一

〒310-0803

9000000739 茨城県水戸市城南１丁目５－１１

電029-272-7261 Ｆ029-225-8143

(769)

B02　OA機器 B07　スチール家具

（特約店等：キヤノンマーケティングジャパン　理想科学工業　エプソン販売　オカムラ　ライオン事務器　コクヨ北関東販売
京セラドキュメントソリューション　日本ファイリング　）

B99　その他

B08　木製家具 B07　スチール家具

B01　事務用品 B02　OA機器

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：美津濃　エスエスケイ　）

B03　用紙類

B06　学校用品 B01　事務用品

（特約店等：文溪堂　学研教育みらい　図書文化社　ケニス　ヤガミ　ヒルマ　誠文社　アーテック　新日本教文　）

B07　スチール家具 B02　OA機器

（特約店等：コクヨ北関東販売　イトーキ　リコー　デュプロ　トヨセット　）

B02　OA機器 H99　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

アオキ㈱ L01　工事用資材

青木正紀

〒315-0027

9000001646 茨城県石岡市杉並１丁目７－１６

電0299-22-2226 Ｆ0299-36-0022

(747)

アポロアイシーティー㈱
岩永美香

〒312-0052

9000001168 茨城県ひたちなか市東石川２６１１－４９サンスカイタワー２０２

電029-229-2001 Ｆ029-229-2002

(850)

㈱茨城計算センター G02　通信関係機器

今井信幸

〒316-0025

9000000485 茨城県日立市森山町４丁目８－２

電0294-52-2261 Ｆ0294-52-4618

(878)

㈲内山家具店 D03　室内装飾

内山　隆

〒311-3423

9000000964 茨城県小美玉市小川１４４１

電0299-58-3161 Ｆ0299-58-3349

(566)

㈱宇留鷲材木店 Z99　その他

宇留鷲友保

〒312-0032

9000001649 茨城県ひたちなか市津田字八軒２７６８

電029-273-6831 Ｆ029-272-4340

(774)

㈱エスカム
秋田　茂

〒300-2656

9000001203 茨城県つくば市真瀬１５１２－２５

電029-839-9050 Ｆ029-839-9051

(251)

㈲かどや商店 B07　スチール家具

福田和浩

〒309-1736

9000000481 茨城県笠間市八雲１丁目２－２

電0296-77-0041 Ｆ0296-77-7296

(964)

関東情報サービス㈱ G02　通信関係機器

大塚　聡

〒300-0045

9000000833 茨城県土浦市文京町８－２１

電029-822-2901 Ｆ029-824-1793

(910)

㈲クノ商会 N01　OA機器

久野正博

〒309-1611

9000000612 茨城県笠間市笠間１７１２－６

電0296-72-0969 Ｆ0296-72-0899

(899)

B07　スチール家具 F01　看板・標識

B02　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日立製作所　富士通　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

B08　木製家具 L01　工事用資材

B02　OA機器 N01　OA機器

B06　学校用品 B01　事務用品

B02　OA機器 B01　事務用品

（特約店等：富士通　富士ゼロックス茨城　リコー　エプソン販売　キャセイ・トライテック　）

B02　OA機器 B01　事務用品

（特約店等：キヤノンマーケティングジャパン　金剛　プラス　コクヨ北関東販売　デュプロ　京セラドキュメントソリューショ
ンズジャパン　）
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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

㈱コーエー F01　看板・標識

菅谷和雄

〒300-1535

9000000357 茨城県取手市清水７４７

電0297-83-2424 Ｆ0297-83-6464

(161)

㈱システムコピー販売 G02　通信関係機器

草間一彦

〒305-0023

9000001273 茨城県つくば市上ノ室２８５－１

電029-828-7811 Ｆ029-828-7841

(168)

㈱シンクラボ
田中友幸

〒312-0003

9000001550 茨城県ひたちなか市足崎１４７４－４

電029-212-8088 Ｆ029-212-8078

(1105)

（福）自立奉仕会
大塚　誠

〒309-1703

9000000674 茨城県笠間市鯉淵６５５０

電0296-77-8155 Ｆ0296-77-8156

(646)

㈱関山商会 E05　衛生器材

関山律雄 (受任者) 水戸営業所

〒311-1206 〒310-0905

9000000696 茨城県ひたちなか市西十三奉行１１５１８－５ 茨城県水戸市石川１丁目４００２－２

電029-219-7071 Ｆ029-219-7072 電029-257-1232 Ｆ029-257-1233

(603)

㈱総合教育企画
小林徳矢

〒306-0216

9000001659 茨城県古河市前林２００８－３

電0280-92-6119 Ｆ0280-92-6102

(901)

㈲田山スポーツ
田山藤人

〒311-1517

9000001593 茨城県鉾田市鉾田１５８２

電0291-32-2026 Ｆ0291-33-4499

(122)

㈱つくばＦＣ
石川慎之助

〒305-0071

9000000982 茨城県つくば市稲岡６６－１－Ａスポーツシューレつくば

電029-896-3553 Ｆ029-896-3670

(1103)

㈱つくば電気通信 I05　消防・防災用品

植田利収

〒300-0064

9000000218 茨城県土浦市東若松町３９８８－３

電029-835-6200 Ｆ029-835-6900

(180)

B99　その他 C99　その他

B02　OA機器 N01　OA機器

B08　木製家具

（特約店等：カリモク家具　マルニ木工　スキャンデックス　ルイスポールセンジャパン　カール・ハンセン＆サンジャパン　）

B02　OA機器

B06　学校用品 H03　楽器類

（特約店等：誠文社　三和製作所　ヤマハミュージックジャパン　鈴木楽器販売　新日本教文　）

B04　保育用品

（特約店等：鈴木出版　）

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

B05　スポーツ用品

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：キヤノンマーケティングジャパン　シャープマーケティングジャパン　エプソン販売　コクヨ北関東販売　初田製作
所　モリタ宮田工業　プロテック　）
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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

東海スポーツ B04　保育用品

坂下英雄

〒319-1108

9000000623 茨城県那珂郡東海村村松北２丁目８－１０

電029-282-7141 Ｆ029-282-7142

(830)

㈱トミデン I02　厨房機器

和田本聡

〒315-0004

9000001292 茨城県石岡市柏原町９－７０

電0299-23-4171 Ｆ0299-24-2171

(46)

中川商事㈱ L01　工事用資材

中川　清 (受任者) 水戸営業所

〒300-0051 〒310-0847

9000000040 茨城県土浦市真鍋１丁目１６－１１ 茨城県水戸市米沢町１８４－１

電029-821-3732 Ｆ029-826-6160 電029-350-7620 Ｆ029-350-7621

(333)

㈲永山スポーツ笠間
永山一也

〒309-1611

9000000164 茨城県笠間市笠間１５９３－１７

電0296-72-4708 Ｆ0296-72-4721

(199)

㈱ニューライフ N01　OA機器

野村達夫

〒301-0839

9000000284 茨城県龍ケ崎市出し山町１４５

電0297-64-2301 Ｆ0297-64-2304

(315)

沼尻産業㈱
沼尻年正

〒305-0853

9000000355 茨城県つくば市榎戸７８３－１２

電029-837-1501 Ｆ029-837-1508

(1044)

㈱ネクシモ
山形　勝

〒319-1221

9000001190 茨城県日立市大みか町４丁目２７－３２

電0294-27-1881 Ｆ0294-27-1882

(515)

㈱ＮＥＳＩ N01　OA機器

中村邦浩 (受任者) 事業統括本部

〒312-0005 〒312-0005

9000000517 茨城県ひたちなか市新光町３８ 茨城県ひたちなか市新光町３８

電029-264-2238 Ｆ029-264-2239 電029-264-2221 Ｆ029-264-2226

(277)

㈱日立産業制御ソリューションズ
木村　亨 (受任者) 営業統括本部産業営業本部茨城支店

〒319-1221 〒310-0011

9000000817 茨城県日立市大みか町５丁目１－２６ 茨城県水戸市三の丸１丁目４－７３水戸三井ビル

電0294-53-6115 Ｆ0294-53-1014 電029-221-2770 Ｆ029-221-2710

(645)

製造業

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：ミズノ　ＳＳＫ　ニシ・スポーツ　三英　セノー　ジャンボ　三共スポーツ　モルテン　）

B02　OA機器 C01　雑貨・金物

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日本電気　富士ゼロックス茨城　エプソン販売　キヤノンマーケティングジャパン　リコー　）

B05　スポーツ用品 C04　表彰用品

（特約店等：セノー　ニシ・スポーツ　ミズノ　ゼット　エスエスケイ　モルテン　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：富士通　富士ゼロックス茨城　富士通ゼネラル　リコー　デュプロ　キヤノンマーケティングジャパン　）

B99　その他

B02　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：日立製作所　）
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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

㈱ひたち保育社
澤畑浩行

〒312-0003

9000000454 茨城県ひたちなか市足崎１２６

電029-285-5271 Ｆ029-285-7620

(1000)

㈱ヒダカスポーツ
坂　定治

〒300-0011

9000001629 茨城県土浦市神立中央２丁目５－１

電029-831-9151 Ｆ029-831-9989

(497)

㈱ビート
鈴木　清

〒300-0033

9000001096 茨城県土浦市川口１丁目５－１１

電029-822-0039 Ｆ029-897-3339

(648)

㈱ビジネステック H05　計測機器

東屋敷貞男

〒312-0062

9000000008 茨城県ひたちなか市高場１丁目２－２５

電029-202-0005 Ｆ029-202-0105

(361)

深澤通信工業㈱ I05　消防・防災用品

深澤喜美子

〒300-0815

9000000239 茨城県土浦市中高津２丁目１７－２１

電029-822-8721 Ｆ029-823-5321

(385)

フレーベル館茨城販売㈱
神坂行雄

〒300-0812

9000000480 茨城県土浦市下高津３丁目９－１１

電029-821-6429 Ｆ029-821-6438

(184)

㈲ホークス E06　福祉用品

大貫重良

〒319-2107

9000000013 茨城県那珂市下大賀１７００－２

電029-296-2280 Ｆ029-296-3048

(589)

㈱ＲＫＫＣＳ
德冨裕明

〒862-0976

9000001029 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目５－１１

電096-312-5140 Ｆ096-312-5200

(429)

㈱ＩＳＴソフトウェア N99　その他

染谷光四郎 (受任者) 企画営業本部

〒144-8721 〒144-8721

9000001413 東京都大田区蒲田５丁目３７－１ 東京都大田区蒲田５丁目３７－１

電03-5480-6711 Ｆ03-5480-6713 電03-5480-6711 Ｆ03-5480-6713

(921)

B04　保育用品

（特約店等：学研教育みらい　マスセット　）

B05　スポーツ用品

B05　スポーツ用品

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：ＴＯＡ　岩崎通信機　アイホン　日本ビクター　）

B04　保育用品

B06　学校用品 B08　木製家具

（特約店等：ナリカ　ダルトン　島津理化　日陶科学　ホウトク　）

B02　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：富士通　）
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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

愛知㈱
島本迪彦 (受任者) 東京本部

〒461-0003 〒104-0033

9000001458 愛知県名古屋市東区筒井３丁目２７－２５ 東京都中央区新川１丁目１７－２５東茅場町有楽ビル１Ｆ

電052-937-5931 Ｆ052-937-7146 電03-6222-0816 Ｆ03-3555-0016

(623)

製造業

㈱アイティフォー G02　通信関係機器

佐藤恒徳

〒102-0082

9000001069 東京都千代田区一番町２１

電03-5275-7841 Ｆ03-5275-7835

(435)

ＩＴｂｏｏｋ㈱
恩田　饒

〒105-0001

9000000433 東京都港区虎ノ門３丁目１－１

電03-6435-8711 Ｆ03-6435-8720

(483)

アクモス㈱
清川明宏 (受任者) 茨城本部

〒101-0052 〒310-0015

9000000104 東京都千代田区神田小川町３丁目２６－８ 茨城県水戸市宮町１丁目２－４

電03-5217-3121 Ｆ03-5217-3122 電029-291-3410 Ｆ029-291-3450

(164)

アジア航測㈱ N01　OA機器

小川紀一朗 (受任者) 水戸営業所

〒160-0023 〒310-0805

9000000305 東京都新宿区西新宿６丁目１４－１新宿グリーンタワービル 茨城県水戸市中央２丁目８－８アシスト第２ビル

電03-5909-4181 Ｆ03-3348-2248 電029-224-0128 Ｆ029-224-7794

(120)

アマノ㈱ I99　その他

津田博之 (受任者) 水戸支店

〒222-8558 〒310-0836

9000000319 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 茨城県水戸市元吉田町８７６－４５

電045-401-1441 Ｆ045-439-1150 電029-248-8610 Ｆ029-248-8620

(1092)

製造業

㈱アルカディア N01　OA機器

天白成一

〒562-0001

9000001604 大阪府箕面市箕面６丁目３－１

電050-5830-0750 Ｆ072-724-0455

(265)

イグニション・ポイント㈱ N01　OA機器

青柳和洋

〒150-0011

9000001553 東京都渋谷区東１丁目３２－１２渋谷プロパティータワー８Ｆ

電03-6434-1412 Ｆ03-6434-1412

(1006)

㈱インターネットイニシアティブ N01　OA機器

勝栄二郎

〒102-0071

9000001048 東京都千代田区富士見２丁目１０－２

電03-5205-6320 Ｆ03-5205-6325

(1018)

B07　スチール家具 B08　木製家具

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 A99　その他

（特約店等：ＥＳＲＩジャパン　）

B01　事務用品 G99　その他

B02　OA機器 I05　消防・防災用品

B02　OA機器 B06　学校用品

B02　OA機器 G02　通信関係機器
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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

㈱インフォマティクス N01　OA機器

齊藤大地

〒211-0014

9000001059 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０

電044-520-0850 Ｆ044-520-0845

(891)

㈱内田洋行 N01　OA機器

大久保昇 (受任者) 営業統括グループ

〒104-0033 〒135-0016

9000000228 東京都中央区新川２丁目４－７ 東京都江東区東陽２丁目３－２５

電03-3555-4064 Ｆ03-3555-4622 電03-5634-6634 Ｆ03-3615-6412

(49)

ＡＳロカス㈱ A99　その他

谷　勝博

〒260-0024

9000000420 千葉県千葉市中央区中央港１丁目２２－７

電043-203-5301 Ｆ043-302-2077

(997)

エイチ・シー・ネットワークス㈱ G02　通信関係機器

大江愼一 (受任者) 茨城支店

〒111-0053 〒319-1414

9000000901 東京都台東区浅草橋１丁目２２－１６ 茨城県日立市日高町５丁目９－１５

電03-5822-0603 Ｆ03-5822-0566 電0294-33-7825 Ｆ0294-43-7681

(678)

ＳＢテクノロジー㈱ N01　OA機器

阿多親市

〒160-0022

9000001271 東京都新宿区新宿６丁目２７－３０

電03-6892-3050 Ｆ03-6892-3913

(145)

ＮＥＣソリューションイノベータ㈱
杉山　清 (受任者) 営業統括本部

〒136-8627 〒136-8627

9000001622 東京都江東区新木場１丁目１８－７ 東京都江東区新木場１丁目１８－７

電03-5534-2222 電03-5534-2625 Ｆ03-5534-2559

(469)

ＮＥＣネクサソリューションズ㈱
木下孝彦 (受任者) 公共第二ソリューション事業部

〒108-8338 〒108-8338

9000000533 東京都港区三田１丁目４－２８ 東京都港区三田１丁目４－２８

電03-5730-5000 Ｆ03-5730-5037 電03-5730-5122 Ｆ03-5730-5128

(674)

ＮＥＣフィールディング㈱ G02　通信関係機器

鈴木　浩 (受任者) 茨城支店

〒108-0073 〒310-0911

9000000831 東京都港区三田１丁目４－２８ 茨城県水戸市見和３丁目５７５－３

電03-3457-7101 Ｆ03-5440-7813 電050-3146-3845 Ｆ050-3146-3846

(324)

㈱ＮＴＴデータ・アイ N01　OA機器

青木弘之

〒162-0824

9000000468 東京都新宿区揚場町１－１８

電03-6280-7800 Ｆ03-6280-7860

(13)

B02　OA機器 N99　その他

B02　OA機器 B07　スチール家具

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：ポリコムジャパン　アラクサラネットワークス　APRESIASystems　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器

B02　OA機器

（特約店等：日本電気　）

B01　事務用品 B02　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器
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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

㈱ＦＳＫ
鬼澤浩正

〒973-8402

9000001385 福島県いわき市内郷御厩町３丁目１６８

電0246-27-1133 Ｆ0246-27-6249

(436)

ＯＥＣ㈱
佐藤俊治

〒700-0901

9000001365 岡山県岡山市北区本町６－３６

電086-227-1151 Ｆ086-227-5575

(23)

㈱大塚商会 B03　用紙類

大塚裕司 (受任者) ＬＡ事業部公共グループ

〒102-8573 〒102-8573

9000001268 東京都千代田区飯田橋２丁目１８－４ 東京都千代田区飯田橋２丁目１８－４

電03-3264-7111 Ｆ03-3514-7112 電03-3514-7519 Ｆ03-3514-7539

(750)

沖電気工業㈱ H05　計測機器

鎌上信也 (受任者) 首都圏営業本部

〒105-8460 〒108-8551

9000000030 東京都港区虎ノ門１丁目７－１２ 東京都港区芝浦４丁目１０－１６

電03-3501-3111 Ｆ03-3501-3914 電03-5445-6092 Ｆ03-5445-6234

(414)

製造業

㈱オリエンタルコンサルタンツ
野崎秀則 (受任者) 茨城事務所

〒151-0071 〒305-0032

9000001035 東京都渋谷区本町３丁目１２－１ 茨城県つくば市竹園２丁目１０－８

電03-6311-7551 Ｆ03-6311-8011 電029-859-3352 Ｆ029-863-3855

(478)

㈱管総研
川久保知一 (受任者) 東京支店

〒661-8567 〒103-0021

9000000458 兵庫県尼崎市浜１丁目１－１ 東京都中央区日本橋本石町３丁目３－１０

電06-6470-6300 Ｆ06-4960-4560 電03-5205-1990 Ｆ03-5205-1994

(234)

関東港業㈱ Z99　その他

清水伸太郎 (受任者) 文化財保存対策事業部

〒108-0023 〒108-0023

9000000840 東京都港区芝浦４丁目１７－１１ 東京都港区芝浦４丁目１７－１１

電03-3456-1312 Ｆ03-3456-1315 電03-3456-1314 Ｆ03-5445-3628

(508)

㈱キーペックス
齊藤　進

〒260-0024

9000001095 千葉県千葉市中央区中央港２丁目４－４

電043-241-6891 Ｆ043-247-1802

(86)

キハラ㈱ B01　事務用品

木原一雄

〒101-0062

9000000616 東京都千代田区神田駿河台３丁目５

電03-3292-3301 Ｆ03-3291-5198

(918)

製造業

B02　OA機器 H05　計測機器

B02　OA機器

B02　OA機器 B01　事務用品

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B01　事務用品

B02　OA機器 N01　OA機器

B01　事務用品 E03　農業薬品

B99　その他

B08　木製家具 B07　スチール家具
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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

紀陽情報システム㈱
島　慶司

〒640-8392

9000001439 和歌山県和歌山市中之島２２４０

電073-426-7538 Ｆ073-422-0785

(260)

空間情報サービス㈱ A01　一般印刷

古里　弘

〒260-0013

9000001160 千葉県千葉市中央区中央３丁目１０－６

電043-222-6694 Ｆ043-225-7958

(85)

グリーンブルー㈱ N01　OA機器

杉本健司

〒221-0822

9000000371 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目１４－１２

電045-322-1011 Ｆ045-410-3460

(240)

グローリー㈱ H99　その他

三和元純 (受任者) 水戸営業所

〒670-8567 〒310-0836

9000000553 兵庫県姫路市下手野１丁目３－１ 茨城県水戸市元吉田町６２１－８

電079-297-3131 Ｆ079-294-6233 電029-248-0034 Ｆ029-247-1964

(373)

製造業

ＫＳＳ㈱ B08　木製家具

深澤重幸

〒208-0023

9000001454 東京都武蔵村山市伊奈平１丁目７０－２

電042-560-2042 Ｆ042-560-2273

(346)

㈱コア G02　通信関係機器

種村良平 (受任者) 東関東カンパニー

〒154-8552 〒319-1221

9000000629 東京都世田谷区三軒茶屋１丁目２２－３ 茨城県日立市大みか町４丁目２９－１

電03-3795-5111 Ｆ03-3795-5100 電0294-53-0221 Ｆ0294-53-5727

(911)

㈱国際マイクロ写真工業社 B07　スチール家具

森松久惠

〒162-0833

9000000555 東京都新宿区箪笥町４－３

電03-3260-5931 Ｆ03-3269-4387

(239)

国土情報開発㈱ B01　事務用品

羽田　寛

〒154-8530

9000000206 東京都世田谷区池尻２丁目７－３

電03-5481-3000 Ｆ03-5481-3030

(336)

コクヨ北関東販売㈱ B02　OA機器

船田雅弘 (受任者) 茨城支店

〒321-0911 〒310-0851

9000000461 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－４８ 茨城県水戸市千波町１９６８－３水戸東石ビル１Ｆ

電028-656-5561 Ｆ028-656-5217 電029-291-5593 Ｆ029-305-3256

(920)

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：富士通　）

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 H05　計測機器

B01　事務用品 B99　その他

（特約店等：ビルコン　）

B07　スチール家具 B06　学校用品

B02　OA機器 N01　OA機器

B01　事務用品 H01　カメラ・写真材料

B02　OA機器 N01　OA機器

B07　スチール家具 B01　事務用品

24 / 131



　　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

㈱コトブキ F01　看板・標識

深澤幸郎 (受任者) 水戸営業所

〒105-0013 〒310-0803

9000000348 東京都港区浜松町１丁目１４－５ 茨城県水戸市城南１丁目１－６サザン水戸ビル８Ｆ

電03-5733-6691 Ｆ03-5733-6675 電029-225-8222 Ｆ029-227-6672

(51)

製造業

コトブキシーティング㈱
深澤重幸

〒101-0062

9000001017 東京都千代田区神田駿河台１丁目２－１

電03-5280-5600 Ｆ03-5280-5772

(863)

製造業

㈱こどものとも
井上　悟 (受任者) 北関東支店茨城営業所

〒266-0005 〒363-0025

9000000302 千葉県千葉市緑区誉田町１丁目３７１－５ 埼玉県桶川市下日出谷２７－６

電043-293-1901 Ｆ043-293-1902 電048-782-4626 Ｆ048-783-2340

(868)

コニカミノルタ㈱ G02　通信関係機器

山名昌衛 (受任者) デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部

〒100-7015 〒100-7015

9000001540 東京都千代田区丸の内２丁目７－２ 東京都千代田区丸の内２丁目７－２

電03-6250-2111 Ｆ03-3218-1374 電070-7415-9966 Ｆ03-3218-1374

(559)

製造業

コニカミノルタジャパン㈱ E04　医療器材

大須賀健 (受任者) パートナー営業本部

〒105-0023 〒105-0023

9000001433 東京都港区芝浦１丁目１－１ 東京都港区芝浦１丁目1-1

電03-6324-1010 Ｆ03-3455-1859 電03-6324-1010 Ｆ03-3455-1859

(1028)

製造業

金剛㈱
田中稔彦 (受任者) 東京支店

〒860-8508 〒108-0074

9000001100 熊本県熊本市西区上熊本３丁目８－１ 東京都港区高輪２丁目１８－６ＭＥＩＨＯ高輪ビル

電096-355-1111 Ｆ096-352-0227 電03-5488-5566 Ｆ03-5488-5644

(66)

製造業

㈱菜友
杉本香織

〒510-8105

9000001621 三重県三重郡朝日町向陽台３丁目７－１

電0594-21-3501 Ｆ0594-25-0029

(459)

サクセス・ベル㈱
空本邦男

〒737-2302

9000001345 広島県江田島市能美町鹿川３６４２－１

電0823-45-5555 Ｆ0823-45-3535

(267)

㈱さくらケーシーエス
神原忠明

〒650-0036

9000001391 兵庫県神戸市中央区播磨町２１－１

電078-391-6571 Ｆ078-391-7843

(684)

B99　その他 Z99　その他

B06　学校用品 B99　その他

B04　保育用品 B99　その他

（特約店等：福音館書店　アトリエニキティキ　アネビー　）

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

B07　スチール家具 B08　木製家具

B02　OA機器 N01　OA機器

B06　学校用品 B99　その他

B02　OA機器
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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

㈱三和メック F01　看板・標識

天野公夫

〒321-0105

9000000077 栃木県宇都宮市横田新町１８－６

電028-645-2741 Ｆ028-645-2413

(711)

㈲シグナル
月居吉彦

〒065-0015

9000001173 北海道札幌市東区北１５条東１８丁目１－２６

電011-783-9090 Ｆ011-783-9555

(784)

㈱静岡情報処理センター
鈴木　裕

〒420-0852

9000001443 静岡県静岡市葵区紺屋町１２－６シャンソンビル紺屋町

電054-271-7501 Ｆ054-271-7586

(20)

㈱シナジー G02　通信関係機器

下地勝也

〒901-2223

9000001490 沖縄県宜野湾市大山７丁目１０－１４　３Ｆ

電098-988-0184 Ｆ098-988-0374

(655)

㈱シフト G03　電気設備機器

廣瀬　譲 (受任者) 取手営業所

〒101-0032 〒302-0038

9000001082 東京都千代田区岩本町２丁目１５－８ 茨城県取手市下高井１３４３－５

電03-3864-0201 Ｆ03-3864-0212 電0297-78-3480 Ｆ0297-78-3467

(83)

シャープマーケティングジャパン㈱ N01　OA機器

中山藤一 (受任者) ビジネスソリューション担当

〒581-8585 〒105-0023

9000001421 大阪府八尾市北亀井町３丁目１－７２ 東京都港区芝浦１丁目２－３

電06-6796-1542 Ｆ06-6796-1540 電03-5446-8352 Ｆ03-5446-8354

(995)

㈱社会保険出版社
髙本哲史

〒101-0064

9000000136 東京都千代田区神田猿楽町１丁目５－１８

電03-3291-9841 Ｆ03-3291-9847

(660)

シンコースポーツ㈱
石崎健太 (受任者) 茨城営業所

〒103-0012 〒305-0051

9000001578 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１－１ 茨城県つくば市二の宮３丁目８－２

電03-5614-4450 Ｆ03-5614-4451 電029-869-8611 Ｆ029-869-8612

(708)

㈱シンテン Z99　その他

能美卓英

〒170-0005

9000001218 東京都豊島区南大塚３丁目３０－４ウィステリア南大塚ビル１Ｆ

電03-5904-8912 Ｆ03-5904-8913

(62)

B05　スポーツ用品 B99　その他

（特約店等：コトブキ　日都産業　）

B99　その他

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日本電気　）

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：システムリサーチ　）

B03　用紙類 B07　スチール家具

（特約店等：リコージャパン　イトーキ　イナバインターナショナル　）

B02　OA機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：日本ＨＰ　日本ヒューレット・パッカード　）

B99　その他 A01　一般印刷

B05　スポーツ用品 N99　その他

（特約店等：テクノジム・ジャパン　エバニュー　ザオバ　プロアバンセ　東興産業　）

B05　スポーツ用品 C01　雑貨・金物
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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

㈱ジーシーシー N01　OA機器

町田　敦 (受任者) 茨城支社

〒379-2153 〒310-0803

9000000254 群馬県前橋市上大島町９６ 茨城県水戸市城南２丁目１－２０井門水戸ビル８Ｆ

電027-263-1637 Ｆ027-261-1445 電029-353-8885 Ｆ029-227-0301

(736)

㈱ジーズニューコンセプト
佐藤浩至

〒984-0015

9000001414 宮城県仙台市若林区卸町２丁目１－５

電022-788-3883 Ｆ022-788-3882

(43)

㈱ジェイエスキューブ G03　電気設備機器

内田　聡 (受任者) 営業本部

〒135-0062 〒135-0062

9000000691 東京都江東区東雲１丁目７－１２ 東京都江東区東雲１丁目７－１２

電03-5859-0498 Ｆ03-6219-1302 電03-5859-0498 Ｆ03-6219-1302

(1015)

㈱ジオプラン・ナムテック
西澤常彦

〒102-0083

9000001608 東京都千代田区麹町５丁目４

電03-6868-8685 Ｆ050-3737-6828

(338)

㈱ジャクエツ D02　被服・縫製・帽子

德本達郎 (受任者) 水戸店

〒914-0125 〒310-0803

9000001611 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０ 茨城県水戸市城南２丁目１２－１７

電0770-25-1111 Ｆ0770-25-1110 電029-224-8400 Ｆ029-224-8420

(345)

ジャパンシステム㈱
川田朋博

〒151-8404

9000000781 東京都渋谷区代々木１丁目２２－１

電03-5309-0310 Ｆ03-5309-0312

(611)

㈱上智
金木春男

〒939-1351

9000000219 富山県砺波市千代１７６－１

電0763-33-2085 Ｆ0763-33-2558

(622)

㈱須藤黒板製作所
須藤哲矢

〒132-0035

9000000084 東京都江戸川区平井７丁目１７－３５

電03-3617-8701 Ｆ03-3616-0811

(68)

製造業

㈱関教材社 B06　学校用品

関　博克 (受任者) 水戸支店

〒329-0206 〒311-4142

9000001447 栃木県小山市東間々田１丁目１９－１７ 茨城県水戸市東赤塚２１４４－１

電0285-45-2755 Ｆ0285-45-8416 電029-254-5977 Ｆ029-303-7708

(241)

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：キヤノンマーケティングジャパン　日本電気　日立製作所　）

B05　スポーツ用品 N99　その他

B01　事務用品 B02　OA機器

（特約店等：トッパン・フォームズ　）

B02　OA機器 N01　OA機器

B04　保育用品 B05　スポーツ用品

B02　OA機器

（特約店等：富士通　キヤノンマーケティングジャパン　両備システムズ　ＲＰＡテクノロジーズ　ＮＴＴコムオンライン・マー
ケティング・ソリューション　）

B02　OA機器

B06　学校用品 F01　看板・標識

B01　事務用品 B05　スポーツ用品

（特約店等：フクダ電子南関東販売　プラス　デュプロ　ドレスイン　マスセット　キヤノンマーケティングジャパン　日本医療
器研究所　鈴木楽器販売　）
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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

セノー㈱
尾﨑徹也 (受任者) 関東信越支店

〒270-2214 〒270-2214

9000000726 千葉県松戸市松飛台２５０ 千葉県松戸市松飛台３９８

電047-385-1111 Ｆ047-385-1123 電047-385-1110 Ｆ047-387-0235

(627)

製造業

ゼネラル㈱
髙嶋照仁

〒536-0005

9000001651 大阪府大阪市城東区中央２丁目１５－２０

電06-6933-1290 Ｆ06-6933-1291

(777)

製造業

㈱ゼンリン
髙山善司 (受任者) 水戸営業所

〒804-0812 〒310-0804

9000000506 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１－１

電093-882-9050 Ｆ093-882-9100 電029-226-1566 Ｆ029-231-1507

(687)

製造業

ソリマチ㈱
反町秀樹

〒940-0071

9000001461 新潟県長岡市表町１丁目４－２４

電0258-33-4435 Ｆ0258-33-2851

(507)

タカオ㈱ F01　看板・標識

髙尾典秀

〒720-0023

9000000023 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

電084-955-1275 Ｆ084-955-2481

(64)

㈱タック・ポート
勝又　繁

〒230-0051

9000001249 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１－３

電045-506-0200 Ｆ045-633-1184

(897)

製造業

大和化成㈱ G01　家庭用電気機器

伊藤秀之

〒543-0022

9000001617 大阪府大阪市天王寺区味原本町１－１１

電06-6767-3133 Ｆ06-6767-3033

(415)

㈱チャイルド本社 B06　学校用品

大橋　潤 (受任者) 茨城営業所

〒112-8512 〒311-4146

9000000767 東京都文京区小石川５丁目２４－２１ 茨城県水戸市中丸町字前峰３０２－４

電03-3813-2141 Ｆ03-3814-3392 電029-253-2561 Ｆ029-253-2564

(967)

中央法規出版㈱
荘村明彦

〒110-0016

9000000183 東京都台東区台東３丁目２９－１

電03-3834-5810 Ｆ03-3837-8030

(1069)

B05　スポーツ用品 E04　医療器材

B02　OA機器 B01　事務用品

B99　その他 A99　その他

B02　OA機器

茨城県水戸市白梅２丁目６－３グランドステータス平和公園三和ビル１Ｆ

B05　スポーツ用品 B04　保育用品

B02　OA機器 B08　木製家具

B06　学校用品 B02　OA機器

B04　保育用品 B05　スポーツ用品

B99　その他 A01　一般印刷
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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

㈱ＴＫＣ
飯塚真規

〒320-8644

9000000472 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８

電028-648-2111 Ｆ028-647-1215

(302)

㈱天童木工
加藤昌宏 (受任者) 東京支店

〒994-8601 〒105-0013

9000000093 山形県天童市乱川１丁目３－１０ 東京都港区浜松町１丁目１９－２

電023-653-3121 Ｆ023-653-3454 電03-3432-0401 Ｆ03-5402-6469

(992)

製造業

デュプロ㈱
塚崎昌則 (受任者) 茨城支店

〒101-0035 〒315-0001

9000001257 東京都千代田区神田紺屋町７ 茨城県石岡市石岡２１８３－５

電03-5952-0611 Ｆ03-5952-0912 電0299-27-6670 Ｆ0299-23-3123

(981)

電通工業㈱
有若信雄 (受任者) 茨城支店

〒140-0011 〒316-0036

9000000860 東京都品川区東大井5-11-2 茨城県日立市鮎川町４丁目３－１０

電03-5479-3711 Ｆ03-5479-3701 電0294-33-6041 Ｆ0294-33-6241

(1027)

トータリゼータエンジニアリング㈱
中三川和則 (受任者) 公共ビジネス営業部

〒140-0013 〒140-0013

9000001270 東京都品川区南大井６丁目２０－１４ 東京都品川区南大井６丁目２０－１４

電03-5762-5500 Ｆ03-5762-5519 電03-5762-5500 Ｆ03-5762-5519

(47)

トーテックアメニティ㈱
坂井幸治 (受任者) 東京事業所

〒451-0045 〒163-0417

9000001041 愛知県名古屋市西区名駅２丁目２７－８ 東京都新宿区西新宿２丁目１－１

電052-533-6900 Ｆ052-533-6930 電03-5657-3200 Ｆ03-5909-8800

(3)

東京鋼鉄工業㈱ B06　学校用品

田辺恵一郎 (受任者) 水戸営業所

〒114-0002 〒310-0845

9000000308 東京都北区王子１丁目２３－５ 茨城県水戸市吉沢町２９７

電03-3919-1141 Ｆ03-3913-4544 電029-248-5032 Ｆ029-248-5876

(934)

製造業

東京コンピュータサービス㈱ G04　視聴覚機器

髙山芳之 (受任者) 水戸支店

〒103-0023 〒310-0015

9000001582 東京都中央区日本橋本町４丁目８－１４ 茨城県水戸市宮町１丁目２－４　マイムビル５階

電03-3243-5311 Ｆ03-3243-0711 電029-231-3211 Ｆ029-231-6539

(956)

東京体育機器㈱
海老根實

〒131-0045

9000000720 東京都墨田区押上１丁目４０－７

電03-3625-6801 Ｆ03-3625-6802

(420)

B02　OA機器 A03　フォーム印刷

B08　木製家具

（特約店等：ハーマンミラージャパン　）

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：日立情報通信エンジニアリング　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：富士通　千早ティー・スリー　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B05　スポーツ用品 N99　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

東京法令出版㈱ A99　その他

星沢卓也

〒380-8688

9000000060 長野県長野市南千歳町１００５

電026-224-5441 Ｆ026-224-5449

(261)

製造業

㈱東京フェンシング商会
星野　敏

〒176-0022

9000001386 東京都練馬区向山１丁目１４－２

電03-5848-3126 Ｆ03-5848-3127

(14)

㈱東洋設計事務所 Z99　その他

青柳司郎 (受任者) 茨城出張所

〒113-0033 〒310-0841

9000001522 東京都文京区本郷３丁目６－６ 茨城県水戸市酒門町４２３２－２８

電03-3816-4051 Ｆ03-3812-2836 電029-304-2411 Ｆ029-304-2412

(714)

㈱図書館流通センター B01　事務用品

細川博史

〒112-8632

9000000986 東京都文京区大塚３丁目１－１

電03-3943-2221 Ｆ03-3943-8441

(328)

㈱トレジャーボックス I05　消防・防災用品

木本忠将 (受任者) 茨城支店

〒362-0001 〒300-2641

9000001078 埼玉県上尾市大字上１７２２－６ 茨城県つくば市今鹿島３４９３－２

電048-782-6660 Ｆ048-782-6661 電029-879-8188 Ｆ029-879-8608

(1043)

㈱中村製作所 Z99　その他

櫻田正明

〒271-0093

9000000321 千葉県松戸市小山５１０

電047-330-1111 Ｆ047-330-1119

(479)

製造業

㈱西尾家具工芸社 B07　スチール家具

西尾誠一郎 (受任者) 東京支店

〒550-0004 〒132-0033

9000000466 大阪府大阪市西区靱本町２丁目３－８ 東京都江戸川区東小松川１丁目８－９

電06-6443-5555 Ｆ06-6446-6300 電03-5662-5151 Ｆ03-5662-5110

(437)

製造業

㈱ニチマイ N01　OA機器

廣岡　潤

〒134-0083

9000000275 東京都江戸川区中葛西４丁目１９－１４

電03-6808-3170 Ｆ03-5659-1150

(772)

㈱ニック B07　スチール家具

松浦豊喜 (受任者) 東京支店

〒816-0905 〒101-0045

9000000651 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目７－４

電092-504-2489 Ｆ092-504-2900 電03-5296-0677 Ｆ03-5296-0678

(248)

製造業

B99　その他 A01　一般印刷

B05　スポーツ用品

B02　OA機器 N01　OA機器

B99　その他 H03　楽器類

B04　保育用品 B05　スポーツ用品

B04　保育用品 B05　スポーツ用品

B06　学校用品 B08　木製家具

B02　OA機器 B07　スチール家具

B01　事務用品 B02　OA機器
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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

日興通信㈱ G02　通信関係機器

鈴木範夫 (受任者) 水戸支店

〒156-0054 〒310-0836

9000000722 東京都世田谷区桜丘１丁目２－２２ 茨城県水戸市元吉田町１１９４－２３

電03-5451-1717 Ｆ03-5451-1712 電029-248-1711 Ｆ029-248-1712

(381)

日本コンピューター㈱
原田栄一

〒802-0004

9000001354 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２丁目４－１

電093-521-8123 Ｆ093-521-8125

(727)

日本事務器㈱
田中啓一 (受任者) 関東信越支社

〒151-0071 〒330-0845

9000000249 東京都渋谷区本町３丁目１２－１ 埼玉県さいたま市大宮区仲町３丁目１３－１

電050-3000-1500 Ｆ03-3372-1450 電050-3000-1630 Ｆ048-641-7949

(823)

日本電気㈱ G04　視聴覚機器

森田隆之 (受任者) 茨城支店

〒108-8001 〒310-0015

9000000686 東京都港区芝５丁目７－１ 茨城県水戸市宮町１丁目２－４

電03-3454-1111 電029-226-1717 Ｆ029-226-1685

(680)

製造業

日本ソフト開発㈱
蒲生仙治

〒521-0015

9000001637 滋賀県米原市米原西２３

電0749-52-3811 Ｆ0749-52-3840

(621)

㈱日本ブッカー F01　看板・標識

倉田　聡

〒182-0011

9000001614 東京都調布市深大寺北町２丁目４３－６

電042-483-2253 Ｆ042-483-2708

(356)

日本ユニシス㈱
平岡昭良

〒135-8560

9000000469 東京都江東区豊洲１丁目１－１

電03-5546-4111 Ｆ03-5546-7800

(332)

㈱ノーザ
石濱人樹 (受任者) 茨城支店

〒164-0011 〒310-0804

9000001657 東京都中野区中央１丁目２１－４ノーザビル 茨城県水戸市白梅２丁目６－３平和公園ビル２Ｆ

電03-5348-1881 Ｆ03-5348-1885 電029-233-2882 Ｆ029-233-2886

(849)

㈱はやぶさ B06　学校用品

平出公彦

〒321-0918

9000001605 栃木県宇都宮市平塚町３３４－７

電028-657-8823 Ｆ028-656-1818

(303)

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日本電気　）

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日本電気　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器

B01　事務用品 B99　その他

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B04　保育用品 B05　スポーツ用品
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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

㈱パーソンアンドパーソンスタッフ
中里洋子

〒332-0012

9000001372 埼玉県川口市本町４丁目２－３

電048-240-5717 Ｆ048-240-5718

(228)

㈱パスコ A99　その他

島村秀樹 (受任者) 茨城支店

〒153-0043 〒310-0021

9000000852 東京都目黒区東山１丁目１－２ 茨城県水戸市南町２丁目６－１８

電03-3715-2638 Ｆ03-3715-2637 電029-233-5306 Ｆ029-233-5512

(1039)

G04　視聴覚機器

片倉達夫 (受任者) 首都圏部門

〒104-0061 〒104-0061

9000000808 東京都中央区銀座８丁目２１－１ 東京都中央区銀座８丁目２１－１

電03-5148-5469 Ｆ03-5148-5128 電03-5148-5469 Ｆ03-5148-5128

(341)

㈱日立システムズ G02　通信関係機器

柴原節男 (受任者) 茨城支店

〒141-8672 〒310-0021

9000000223 東京都品川区大崎１丁目２－１ 茨城県水戸市南町３丁目４－１４

電03-5435-7777 電029-226-5128 Ｆ029-224-0246

(142)

㈱日立社会情報サービス
松谷　敦 (受任者) 公共営業第２部

〒140-0031 〒140-0031

9000001628 東京都品川区南大井６丁目２６－３ 東京都品川区南大井６丁目２６－３

電03-5471-2345 Ｆ03-5471-2353 電03-5471-2355 Ｆ03-5471-2353

(495)

フィルムルックス㈱ H03　楽器類

朝生　博

〒162-0801

9000000520 東京都新宿区山吹町１３０－１６

電03-3269-0491 Ｆ03-3269-4209

(866)

㈱フクシ・エンタープライズ E99　その他

福士　昌 (受任者) 水戸営業所

〒136-0072 〒310-0044

9000001240 東京都江東区大島１丁目９－８ 茨城県水戸市西原１丁目１３－４０

電03-3681-0294 Ｆ03-3681-0299 電029-239-5102 Ｆ029-239-5103

(628)

㈱富士通エフサス
小林俊範

〒211-0012

9000000155 神奈川県川崎市中原区中丸子１３－２

電03-5747-9100 Ｆ03-5435-3220

(503)

富士電機ＩＴソリューション㈱ N01　OA機器

及川　弘 (受任者) 茨城営業所

〒101-0021 〒310-0803

9000000978 東京都千代田区外神田６丁目１５－１２ 茨城県水戸市城南１丁目４－７第５プリンスビル５Ｆ

電03-5817-5701 Ｆ03-5817-5740 電029-226-8355 Ｆ029-226-8339

(157)

B05　スポーツ用品 E99　その他

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：ＥＳＲＩジャパン　ゼンリン　日本スペースイメージング　日本インターグラフ　三菱電機　amuse oneself　）

B02　OA機器 G02　通信関係機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日立製作所　アライドテレシス　）

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱

B02　OA機器

B01　事務用品 B99　その他

B05　スポーツ用品 B01　事務用品

（特約店等：ウエサカティー・イー　エバニュー　セノー　フイットネスアポロ社　プロアバンセ　サラインテリアシステム　ア
メアスポーツジャパン　トーエイライト　）

B02　OA機器

B02　OA機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：富士通　）

32 / 131



　　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

富士フイルムシステムサービス㈱
井上あまね (受任者) 公共事業本部首都圏支店

〒174-0043 〒174-0043

9000000564 東京都板橋区坂下１丁目１９－１ 東京都板橋区坂下１丁目１９－１

電03-5994-2600 Ｆ03-5994-2601 電03-6454-5601 Ｆ03-6454-5605

(230)

㈱フューチャーイン G02　通信関係機器

伊藤利英 (受任者) 東京支店

〒464-8567 〒141-0031

9000000350 愛知県名古屋市千種区内山２丁目６－２２ 東京都品川区西五反田８丁目７－１１アクシス五反田ビル６Ｆ

電052-732-8021 Ｆ052-732-8090 電03-5434-7761 Ｆ03-5434-7762

(539)

㈱ブレインサービス
桑原昌次

〒550-0011

9000001519 大阪府大阪市西区阿波座２丁目４－２３

電06-6543-2338 Ｆ06-6543-2337

(511)

㈱プラムシックス
古山　明

〒260-0831

9000001314 千葉県千葉市中央区港町１２－２１

電043-223-5200 Ｆ043-223-5207

(756)

㈱ベネッセコーポレーション
小林　仁 (受任者) 小中学校事業部

〒700-8686 〒160-0023

9000001275 岡山県岡山市北区南方３丁目７－１７ 東京都新宿区西新宿２丁目１－１新宿三井ビルディング

電086-225-1100 Ｆ086-235-2258 電042-356-0127 Ｆ042-356-7120

(42)

（公財）母子衛生研究会
江井俊秀

〒101-8983

9000001612 東京都千代田区外神田２丁目１８－７

電03-4334-1188 Ｆ03-4334-1181

(350)

丸善雄松堂㈱ B06　学校用品

矢野正也 (受任者) 経理・財務部

〒103-0027 〒105-0022

9000000235 東京都中央区日本橋２丁目３－１０ 東京都港区海岸１丁目９－１８

電03-6367-6050 Ｆ03-6367-6220 電03-6367-6050 Ｆ03-6367-6220

(569)

美和電気工業㈱ H05　計測機器

山本　裕 (受任者) 茨城営業所

〒160-0022 〒310-0852

9000000422 東京都新宿区新宿１丁目８－５新宿御苑室町ビル６Ｆ 茨城県水戸市笠原町１５５１－２Ｔ・Ｋオフィス１

電03-3341-2101 Ｆ03-3341-4426 電029-244-5805 Ｆ029-244-5806

(885)

㈱向田工業所
向田　博

〒421-1121

9000001138 静岡県藤枝市岡部町岡部１８２６－１

電054-667-7000 Ｆ054-667-7001

(375)

B02　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：日本電気　）

B02　OA機器

B02　OA機器 N01　OA機器

（特約店等：富士通　キヤノンマーケティングジャパン　）

B06　学校用品

B99　その他

B99　その他 B07　スチール家具

B02　OA機器 B03　用紙類

（特約店等：国際チャート　エプソン販売　キヤノンマーケティングジャパン　）

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

㈱ムサシ N01　OA機器

羽鳥雅孝 (受任者) 茨城営業所

〒104-0061 〒310-0852

9000000657 東京都中央区銀座８丁目２０－３６ 茨城県水戸市笠原町６８２－１０

電03-3546-7711 Ｆ03-3546-7832 電029-305-6162 Ｆ029-305-6163

(870)

㈱ムラヤマ F99　その他

矢倉俊彦

〒135-0061

9000000106 東京都江東区豊洲３丁目２－２４

電03-6221-0808 Ｆ03-6221-1902

(299)

リコージャパン㈱ B01　事務用品

坂主智弘 (受任者) 茨城支社ＬＡ営業部

〒105-8503 〒310-0836

9000000880 東京都港区芝３丁目８－２ 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１

電03-6837-8800 Ｆ03-6673-4546 電029-248-2120 Ｆ029-248-2154

(656)

㈱リサーチアンドソリューション
美濃部直樹

〒812-0036

9000001213 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－３３

電092-281-5729 Ｆ092-281-5744

(725)

理想科学工業㈱ N01　OA機器

羽山　明 (受任者) 理想つくば支店

〒108-8385 〒305-0033

9000000121 東京都港区芝５丁目３４－７ 茨城県つくば市東新井１８－１０

電03-5441-6602 Ｆ03-5441-6622 電029-851-9111 Ｆ029-852-5165

(549)

製造業

㈱両毛システムズ N01　OA機器

北澤直来 (受任者) 宇都宮営業所

〒376-8502 〒321-0945

9000000885 群馬県桐生市広沢町３丁目４０２５ 栃木県宇都宮市宿郷２丁目７－３

電0277-53-3139 Ｆ0277-53-3140 電028-638-9990 Ｆ028-638-9993

(225)

㈱ワーク衡業 I99　その他

山口精一

〒133-0073

9000000750 東京都江戸川区鹿骨１丁目６－８

電03-3679-0086 Ｆ03-3677-5703

(33)

製造業

早稲田システム開発㈱ B01　事務用品

内田剛史

〒169-0075

9000001101 東京都新宿区高田馬場４丁目４０－１７

電03-6457-8585 Ｆ03-6279-3333

(307)

㈱ワンビシアーカイブズ
佐久間文彦 (受任者) 官公庁営業部

〒105-0001 〒105-0001

9000001624 東京都港区虎ノ門４丁目１－２８ 東京都港区虎ノ門４丁目１－２８

電03-5425-5300 Ｆ03-5425-5045 電03-5425-5300 Ｆ03-5425-5045

(486)

B99　その他 B02　OA機器

B08　木製家具 F01　看板・標識

B02　OA機器 N01　OA機器

B02　OA機器

（特約店等：リコー　）

B01　事務用品 B03　用紙類

B02　OA機器 G02　通信関係機器

（特約店等：富士通　キヤノンマーケティングジャパン　エプソン販売　ＮＴＴファシリティーズ　）

B01　事務用品 C99　その他

B99　その他 H99　その他

B02　OA機器 N01　OA機器
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　　Ｃ　日用品類

番 号
(受付番号)

茨城工芸産業㈱ C03　ギフト用品・百貨店

中山哲雄

〒310-0021

9000000032 茨城県水戸市南町３丁目４－５

電029-224-2317 Ｆ029-231-7366

(854)

㈱カツラギ有功社 D02　被服・縫製・帽子

桂木功雄

〒311-4143

9000000330 茨城県水戸市大塚町１３５１－２

電029-252-8111 Ｆ029-253-0291

(686)

㈱川上
川上雅宏

〒310-0852

9000000931 茨城県水戸市笠原町字中組６００－２３

電029-241-3222 Ｆ029-241-3370

(808)

川﨑衛材㈱
川﨑一馬

〒310-0903

9000001610 茨城県水戸市堀町１８０５－４シャン・ド・フルールB棟

電029-215-9755 Ｆ029-215-9756

(343)

クレンリーアート㈱ D03　室内装飾

遠藤光彦

〒310-0836

9000000664 茨城県水戸市元吉田町１８１８－３６

電029-248-5371 Ｆ029-248-5372

(1042)

㈱坂場商店 G01　家庭用電気機器

坂場辰之介

〒310-0812

9000000323 茨城県水戸市浜田２丁目１５－３９

電029-225-3138 Ｆ029-227-0357

(635)

㈲シーエスイー F02　記章・旗

鈴木省三

〒310-0046

9000001331 茨城県水戸市曙町１０－３２

電029-251-7211 Ｆ029-251-7833

(186)

タニムラ商事㈱
谷村信一

〒310-0852

9000000575 茨城県水戸市笠原町３５０－４

電029-241-8077 Ｆ029-243-6176

(540)

戸田産業㈱ I02　厨房機器

高原　裕

〒311-4195

9000000387 茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－２９

電029-253-2567 Ｆ029-253-3156

(84)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

C04　表彰用品 F02　記章・旗

（特約店等：フジプライズ　）

C03　ギフト用品・百貨店 C04　表彰用品

C02　はきもの類

C01　雑貨・金物 E05　衛生器材

C01　雑貨・金物 I05　消防・防災用品

（特約店等：アルテリア　アーテック　東京サラヤ　テラモト　山崎産業　ミヅシマ工業　キャラバンジャパン　ニイタカ　ユー
ホーニイタカ　コニシ　）

C01　雑貨・金物 B03　用紙類

C01　雑貨・金物 C03　ギフト用品・百貨店

C02　はきもの類 D02　被服・縫製・帽子

C01　雑貨・金物 D02　被服・縫製・帽子

（特約店等：福助工業　北村化学産業　花王プロフェッショナル・サービス　山崎産業　東京サラヤ　三信化工　三甲　サンペッ
クス　パナソニック産機システムズ　コクヨ北関東販売　）
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　　Ｃ　日用品類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

冨岡ゴム㈱ E06　福祉用品

冨岡重樹

〒310-0026

9000000763 茨城県水戸市泉町３丁目３－１７

電029-221-7181 Ｆ029-231-7958

(456)

中村金物㈱ Z99　その他

中村安次郎

〒310-0053

9000000869 茨城県水戸市末広町２丁目１－２９

電029-224-2711 Ｆ029-224-2713

(761)

日本ビルシステム㈱ Z02　食品

鎌田勝正

〒310-0805

9000001595 茨城県水戸市中央１丁目２－１５

電029-291-4764 Ｆ029-291-4745

(129)

まるく商事㈱ D03　室内装飾

関　修司

〒310-0903

9000000648 茨城県水戸市堀町１１６６－１４

電029-252-4481 Ｆ029-252-4284

(588)

㈱水戸京成百貨店 D02　被服・縫製・帽子

齋藤　貢 (受任者) 外商部

〒310-0026 〒310-0063

9000000132 茨城県水戸市泉町１丁目６－１ 茨城県水戸市五軒町２丁目１－３７

電029-231-1111 Ｆ029-221-5742 電029-221-6777 Ｆ029-221-6497

(591)

㈱茨城ケミカル
桑原美佳

〒312-0004

9000000846 茨城県ひたちなか市大字長砂７３６－２

電029-285-4581 Ｆ029-285-4580

(838)

茨城県森林組合連合会 L01　工事用資材

佐川卓政

〒319-2205

9000001431 茨城県常陸大宮市宮の郷２１５３－２３

電0294-70-3620 Ｆ0294-76-1767

(202)

㈱内田化工
内田尚武

〒319-0106

9000000963 茨城県小美玉市堅倉１５７９－４

電0299-48-1101 Ｆ0299-48-1447

(441)

製造業

㈱桶萬本社
梅原功妃

〒311-1262

9000000841 茨城県ひたちなか市道メキ１２６３８－２

電029-263-6971 Ｆ029-263-6970

(880)

C02　はきもの類 D02　被服・縫製・帽子

（特約店等：ムーンスター　スミクラ　）

C03　ギフト用品・百貨店 C01　雑貨・金物

（特約店等：シャディ　リズム時計工業　西川産業　木屋　第一合成　アルインコ　コロナ　長谷川工業　）

C01　雑貨・金物 D02　被服・縫製・帽子

（特約店等：東京サラヤ　）

C01　雑貨・金物 C02　はきもの類

（特約店等：テラモト　ペンギンワックス　ユーホーニイタカ　新橋製紙　特殊東海エコロジー　）

C03　ギフト用品・百貨店 C04　表彰用品

（特約店等：天童木工　カリモク家具　）

C01　雑貨・金物 I02　厨房機器

（特約店等：シーバイエス　山崎産業　江部松商事　）

C02　はきもの類 E03　農業薬品

C99　その他

C01　雑貨・金物 C99　その他
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　　Ｃ　日用品類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱クラマ C03　ギフト用品・百貨店

田中敏博

〒314-0031

9000001282 茨城県鹿嶋市宮中３３２－１

電0299-83-5222 Ｆ0299-83-6136

(273)

㈱スズキ繊維 I05　消防・防災用品

鈴木靖雄

〒312-0026

9000000625 茨城県ひたちなか市勝田本町２２－１

電029-273-2323 Ｆ029-273-4147

(801)

㈱塚越産業 E99　その他

塚越俊祐 (受任者) 水戸営業所

〒300-3264 〒312-0001

9000000315 茨城県つくば市篠崎１９９０－１１ 茨城県ひたちなか市佐和孫目東２３５９－４

電029-864-3888 Ｆ029-864-3883 電029-285-9388 Ｆ029-285-9488

(616)

㈱広瀬誠商会 D03　室内装飾

長岡　実

〒300-1274

9000000675 茨城県つくば市上岩崎１６７５

電029-876-0660 Ｆ029-876-5440

(160)

増田商事 E03　農業薬品

増田　博

〒319-0123

9000000123 茨城県小美玉市羽鳥２６５６－２

電0299-46-0555 Ｆ0299-46-3553

(1041)

ミドリ安全茨城㈱
佐藤博一 (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３３３４－５

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

(796)

井上ビニール㈱
井上一彦

〒371-0015

9000001638 群馬県前橋市三河町１丁目１－１－１０８

電027-224-5266 Ｆ027-224-3854

(661)

越健産業㈱
丸田謙三

〒350-0055

9000001424 埼玉県川越市久保町２－１

電049-224-1277 Ｆ049-225-1821

(73)

㈱オーシマ小野商事 L04　農業・園芸用品

杉村　謙 (受任者) 茨城支店

〒329-4402 〒311-3501

9000001521 栃木県栃木市大平町土与２１５ 茨城県行方市芹沢字上山９２１－６８

電0282-22-4188 Ｆ0282-23-8576 電0299-55-4111 Ｆ0299-55-4125

(555)

C04　表彰用品 B05　スポーツ用品

C02　はきもの類 D02　被服・縫製・帽子

C01　雑貨・金物 I05　消防・防災用品

C01　雑貨・金物 G99　その他

（特約店等：シーバイエス　リンレイ　山崎産業　テラモト　ジャパックス　エイム　東京サラヤ　花王プロフェッショナル・
サービス　コニシ　）

C01　雑貨・金物 E02　工業薬品

（特約店等：コニシ　山崎産業　東京サラヤ　）

C02　はきもの類 D02　被服・縫製・帽子

C01　雑貨・金物

C01　雑貨・金物 I05　消防・防災用品

C99　その他 E03　農業薬品
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　　Ｃ　日用品類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱高速 E05　衛生器材

赫　裕規 (受任者) 水戸営業所

〒983-8555 〒310-0845

9000001668 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４－２０ 茨城県水戸市吉沢町１０６０－１

電022-207-5610 Ｆ022-259-1640 電029-304-5585 Ｆ029-248-0008

(1054)

サンエス技研㈱ I05　消防・防災用品

阪本英治

〒224-0021

9000001202 神奈川県横浜市都筑区北山田２丁目２－２

電045-595-2201 Ｆ045-592-8451

(306)

製造業

清水化学工業㈱
清水　充

〒123-0841

9000001672 東京都足立区西新井６丁目２５－１３

電03-3856-1211 Ｆ03-3856-1215

(1070)

製造業

ジェイフィルム㈱
五十君猛

〒101-0031

9000000785 東京都千代田区東神田２丁目５－１５

電03-3862-9330 Ｆ03-3862-1616

(1100)

製造業

㈱ジェムコ C03　ギフト用品・百貨店

黒田克己 (受任者) 水戸支店

〒370-1103 〒310-0852

9000000805 群馬県佐波郡玉村町樋越５２４－１ 茨城県水戸市笠原町６００－２

電0270-65-1111 Ｆ0270-65-1340 電029-243-9567 Ｆ029-243-5824

(585)

㈱総合印刷新報社 I05　消防・防災用品

竹口朋子 (受任者) つくば支店

〒273-0014 〒305-0035

9000001599 千葉県船橋市高瀬町３２ 茨城県つくば市松代２丁目２－１

電047-431-9166 Ｆ047-433-6232 電029-863-1888 Ｆ029-863-1889

(226)

製造業

㈱タキ商店
瀧　正明

〒570-0011

9000001570 大阪府守口市金田町３丁目２４－８

電06-6901-1413 Ｆ06-6902-7401

(612)

製造業

東京コンテナ工業㈱ I05　消防・防災用品

黒崎素弘

〒101-0052

9000001641 東京都千代田区神田小川町１丁目３－１

電03-5217-1201 Ｆ03-5217-1204

(712)

福味商事㈱ E05　衛生器材

内田信市

〒969-1128

9000001383 福島県本宮市本宮字舘町１６１－２

電0243-34-2328 Ｆ0243-33-2086

(103)

C01　雑貨・金物 C02　はきもの類

C99　その他 F02　記章・旗

C02　はきもの類 C99　その他

C01　雑貨・金物

C01　雑貨・金物 C02　はきもの類

（特約店等：山崎産業　花王プロフェッショナル・サービス　東京サラヤ　太洋紙業　ショーワグローブ　ライオンハイジーン
信越ポリマー　昭新紙業　）

C99　その他 F02　記章・旗

C99　その他

C99　その他 B01　事務用品

C01　雑貨・金物 E01　医薬品

（特約店等：日本フイルム　東京サラヤ　ウェルクル　）
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　　Ｃ　日用品類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

武蔵野産業㈱
加藤知正 (受任者) 茨城営業所

〒151-0073 〒311-1306

9000001295 東京都渋谷区笹塚１丁目９－１０ 茨城県東茨城郡大洗町五反田４９８

電03-5452-4181 Ｆ03-5736-0761 電029-267-0815 Ｆ029-267-0817

(1060)

C99　その他
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　　Ｄ　衣料繊維

番 号
(受付番号)

㈱茨城日商 G04　視聴覚機器

立原　淳

〒310-0836

9000000573 茨城県水戸市元吉田町１３１１

電029-247-0015 Ｆ029-247-1881

(905)

製造業

㈲運平ガラス
薗部弘志

〒310-0041

9000001543 茨城県水戸市上水戸４丁目４－５０

電029-251-2031 Ｆ029-251-8915

(743)

㈲エヌ・ケーユニフォーム I05　消防・防災用品

菊池直樹

〒310-0044

9000000568 茨城県水戸市西原３丁目６－２５

電029-251-1221 Ｆ029-251-1291

(18)

㈱久野ふとん店
久野克明

〒311-4141

9000000169 茨城県水戸市赤塚１丁目２０６６－７

電029-255-2233 Ｆ029-251-9109

(837)

㈱タイヘイ
大津成代

〒310-0036

9000000234 茨城県水戸市新荘３丁目６－１４

電029-221-2151 Ｆ029-221-2953

(530)

㈱タカヤス産業
高安武雄

〒311-4153

9000000086 茨城県水戸市河和田町３２９４－１

電029-254-4315 Ｆ029-254-4320

(344)

㈲辰美
冨永　卓

〒310-0911

9000000829 茨城県水戸市見和３丁目１３９８－３５

電029-251-5565 Ｆ029-288-3842

(281)

田村畳店
田村和久

〒310-0833

9000001592 茨城県水戸市藤柄町１４２４－２

電029-224-7153 Ｆ029-224-7153

(95)

製造業

大昭和カーペット㈱
齋藤宏志

〒311-4152

9000000144 茨城県水戸市河和田３丁目２２９２－１

電029-254-3851 Ｆ029-254-3852

(88)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

D03　室内装飾 E06　福祉用品

D99　その他

D02　被服・縫製・帽子 C02　はきもの類

（特約店等：ジーベック　旭蝶繊維　バートル　チクマ　帝商　トムス　ジンナイ　シモン　サーヴォ　）

D01　寝具類

D02　被服・縫製・帽子 C02　はきもの類

D03　室内装飾 D99　その他

D03　室内装飾 D99　その他

（特約店等：川島織物セルコン　東リ　立川ブラインド工業　ニチベイ　トーソー　）

D03　室内装飾

D03　室内装飾 D99　その他

（特約店等：川島織物セルコン　東リ　立川ブラインド工業　ニチベイ　サンゲツ　テラモト　ミヅシマ工業　リリカラ　）
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　　Ｄ　衣料繊維

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱奈良屋
市橋　薫

〒310-0852

9000000161 茨城県水戸市笠原町６００－１５

電029-241-5141 Ｆ029-305-8733

(855)

㈱ヌマタ商事 D99　その他

沼田善郎

〒310-0852

9000001630 茨城県水戸市笠原町６００－３２

電029-241-3832 Ｆ029-241-3615

(527)

㈱ひじり商会
長田有樹郎

〒310-0836

9000000317 茨城県水戸市元吉田町２２５２－４

電029-247-3121 Ｆ029-247-5732

(597)

㈱水戸住宅設備機器センター
青木繁生

〒311-4153

9000001376 茨城県水戸市河和田町４０１０

電029-252-0807 Ｆ029-252-0806

(428)

アルオメ㈲ Z99　その他

三村　晃

〒319-2412

9000001377 茨城県常陸大宮市小瀬沢２７５

電029-309-5339 Ｆ029-309-7650

(438)

㈱イシイ畳リフォーム
石井　実

〒315-0036

9000001390 茨城県石岡市大谷津３－１０

電0299-26-9696 Ｆ0299-26-7811

(58)

製造業

勝田アルミ工業㈱
西野勝弘

〒312-0021

9000001613 茨城県ひたちなか市三反田３２８８－１

電029-274-4646 Ｆ029-270-1410

(353)

五来畳店
五来誠治

〒312-0002

9000000333 茨城県ひたちなか市高野９１８

電029-285-0428 Ｆ029-285-5407

(662)

㈱スリーライク N99　その他

三好　進

〒301-0839

9000001141 茨城県龍ケ崎市出し山町４７

電0297-60-7110 Ｆ0297-60-7112

(326)

D03　室内装飾

（特約店等：東リ　立川ブラインド工業　サンゲツ　ニチベイ　）

D02　被服・縫製・帽子 B05　スポーツ用品

D03　室内装飾

D03　室内装飾

D03　室内装飾 L99　その他

（特約店等：アオキ　ＹＫＫＡＰ　リック　）

D03　室内装飾

D99　その他

（特約店等：ＹＫＫＡＰ　住友林業　日本板硝子関東販売　青木硝子　）

D03　室内装飾

D02　被服・縫製・帽子 F01　看板・標識
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　　Ｄ　衣料繊維

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱千成屋作業服
矢内光一 (受任者) 水戸店

〒312-0018 〒310-0852

9000001539 茨城県ひたちなか市笹野町２丁目１１－１ 茨城県水戸市笠原町195-1

電029-274-3566 Ｆ029-272-4491 電029-291-7380 Ｆ029-291-7381

(744)

㈱ＢＩＺＳＨＯＰ C04　表彰用品

太田一哉

〒305-0861

9000001655 茨城県つくば市谷田部３６２５－３

電029-893-5210 Ｆ029-893-5211

(819)

㈱小山商会 D03　室内装飾

小山喜雄 (受任者) 筑波営業所

〒980-0013 〒305-0005

9000000429 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２－７５ 茨城県つくば市天久保１丁目１１－１５

電022-265-7615 Ｆ022-265-7615 電029-851-3305 Ｆ029-855-0559

(600)

㈱サンケン・エンジニアリング Z99　その他

筒　芳成 (受任者) 東京本店

〒815-0082 〒103-0023

9000001362 福岡県福岡市南区大楠２丁目１３－７ 東京都中央区日本橋本町４丁目１３－１０日本橋中野ビル２Ｆ

電092-522-6811 Ｆ092-531-5645 電03-5649-3456 Ｆ03-5649-3451

(825)

三晃工業㈱
山梶　章

〒551-0023

9000001640 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５－２６

電06-6555-7052 Ｆ06-6555-7080

(683)

三精工事サービス㈱ B07　スチール家具

畑中祐介 (受任者) 東京支店

〒530-0033 〒116-0014

9000001199 大阪府大阪市北区池田町１－４３三精ビル 東京都荒川区東日暮里２丁目３－１１

電06-6356-0374 Ｆ06-6356-0427 電03-5604-5969 Ｆ03-5604-5747

(280)

三精テクノロジーズ㈱
良知　昇 (受任者) 東京支店

〒532-0003 〒160-0022

9000000216 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目３－２９ 東京都新宿区新宿４丁目３－１７

電06-6393-5661 Ｆ06-6393-5704 電03-3356-5651 Ｆ03-3341-2091

(657)

製造業

㈱シティサポート B01　事務用品

山下春樹

〒420-0804

9000001589 静岡県静岡市葵区竜南１丁目１５－５

電054-248-2288 Ｆ054-333-5258

(48)

白川舞台機構㈱ Z99　その他

白川裕司

〒338-0835

9000001344 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９－１

電048-856-0865 Ｆ048-856-0868

(246)

D02　被服・縫製・帽子

D02　被服・縫製・帽子 C03　ギフト用品・百貨店

D01　寝具類 D02　被服・縫製・帽子

D03　室内装飾 D99　その他

D03　室内装飾 D99　その他

D03　室内装飾 B08　木製家具

D03　室内装飾 Z99　その他

D02　被服・縫製・帽子 I05　消防・防災用品

D03　室内装飾 G03　電気設備機器
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　　Ｄ　衣料繊維

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

帝人フロンティア㈱ I05　消防・防災用品

日光信二

〒530-8605

9000001654 大阪府大阪市北区中之島３丁目２－４

電06-6233-2600 Ｆ06-6233-5144

(794)

製造業

㈱ユニフォームネット
荒川広志 (受任者) 水戸支店

〒963-8044 〒311-4153

9000000673 福島県郡山市備前舘１丁目２８ 茨城県水戸市河和田町１４５－３

電024-939-0710 Ｆ024-939-0770 電029-309-5450 Ｆ029-309-5480

(207)

D01　寝具類 E05　衛生器材

D02　被服・縫製・帽子 C02　はきもの類

（特約店等：アイトス　カーシーカシマ　シーユーピー　ジーベック　）
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

アクアテクノ㈱
郡司貴弘

〒310-0911

9000000888 茨城県水戸市見和３丁目１２０１

電029-253-5533 Ｆ029-253-5536

(392)

㈲あづま薬局 E03　農業薬品

君島幸男

〒310-0031

9000000217 茨城県水戸市大工町３丁目１１－３０

電029-221-6085 Ｆ029-221-6004

(423)

茨城サンヘルス㈱ M02　弁・バルブ類

郡司良孝

〒311-4163

9000000335 茨城県水戸市加倉井町６５７－１

電029-252-6886 Ｆ029-252-6887

(970)

衛検産業㈱ I05　消防・防災用品

石井伸明

〒310-0836

9000000741 茨城県水戸市元吉田町１８４０－２２

電029-247-2141 Ｆ029-247-9860

(125)

㈱エントリッチ
佐藤文泰

〒310-0045

9000000107 茨城県水戸市新原１丁目２３－３６

電029-255-1221 Ｆ029-254-6131

(471)

㈲ケアショップケーアンドエム
宮田芳夫

〒310-0836

9000001172 茨城県水戸市元吉田町１５９６－１

電029-240-0235 Ｆ029-240-0236

(933)

コーケンネットワークス㈱ J04　特殊車両

金沢　泉

〒311-4163

9000001561 茨城県水戸市加倉井町８５８

電029-284-1226 Ｆ029-297-1556

(775)

㈱ＪＭ
山本　大

〒310-0836

9000001471 茨城県水戸市元吉田町１０２９－７－５０２

電029-353-8111 Ｆ029-353-8116

(452)

㈱純光 C01　雑貨・金物

木村光宏 (受任者) 茨城調剤薬局見川店

〒310-0822 〒310-0913

9000001486 茨城県水戸市圷大野２４０－２ 茨城県水戸市見川町２１３１－１８１５

電029-303-1227 Ｆ029-303-1228 電029-240-3930 Ｆ029-240-3931

(803)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

E02　工業薬品

（特約店等：東ソー　浅田化学工業　ＭＴアクアポリマー　三雄化工　日鉄鉱業　吉澤石灰工業　テツゲンマテックス　）

E01　医薬品 E02　工業薬品

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：ＡＧＣ　東亞合成　本町化学工業　フレックス　ペイフォワード　菱光石灰工業　多木化学　昭和電工　）

E02　工業薬品 M02　弁・バルブ類

E04　医療器材 E05　衛生器材

（特約店等：富士フィルムメディカル　日本製紙クレシア　）

E06　福祉用品 E05　衛生器材

（特約店等：フランスベッド　ミキ　白十字　）

E04　医療器材 I05　消防・防災用品

E01　医薬品 E05　衛生器材

E01　医薬品 E05　衛生器材
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

宝薬品㈱ E06　福祉用品

久野　剛

〒310-0022

9000000083 茨城県水戸市梅香１丁目２－２７

電029-225-2552 Ｆ029-227-1414

(134)

東海ケミー㈱ H05　計測機器

猪瀬真人

〒311-4165

9000000496 茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－３０

電029-254-6511 Ｆ029-254-6514

(969)

戸崎薬局
戸崎五十三

〒311-4141

9000001515 茨城県水戸市赤塚１丁目２００５－４９

電029-252-1849 Ｆ029-251-4314

(942)

㈱新妻メディカル H02　理化学機器

新妻正一郎

〒310-0836

9000001478 茨城県水戸市元吉田町１９７４－５１

電029-303-7506 Ｆ029-248-8507

(529)

㈱日東 E05　衛生器材

二川泰久

〒310-0817

9000000851 茨城県水戸市柳町２丁目１１－３６

電029-231-1271 Ｆ029-224-7566

(204)

㈱ハセップワン G99　その他

丹治　雅実

〒310-0911

9000001013 茨城県水戸市見和３丁目１３４１

電029-212-3883 Ｆ029-252-3743

(460)

製造業

冨士メンテナンス㈱ I99　その他

井坂正道

〒310-0835

9000000014 茨城県水戸市元台町１５００

電029-246-2251 Ｆ029-246-2253

(107)

㈱双葉 E06　福祉用品

桑山佳明

〒310-0844

9000000642 茨城県水戸市住吉町１５４－２

電029-247-1316 Ｆ029-247-8028

(389)

明利酒類㈱
加藤多彦

〒310-0836

9000001571 茨城県水戸市元吉田町３３８

電029-247-6111 Ｆ029-247-9585

(596)

製造業

E01　医薬品 E04　医療器材

（特約店等：Meiji Seika ファルマ　北里薬品産業　住化エンバイロメンタルサイエンス　オージー技研　キヤノンライフケアソ
リューションズ　フクダ電子南関東販売　）

E02　工業薬品 H02　理化学機器

（特約店等：関東化学　アズワン　アドバンテック東洋　）

E01　医薬品

E04　医療器材 E05　衛生器材

E01　医薬品 E04　医療器材

（特約店等：テルモ　日本シグマックス　）

E02　工業薬品 E99　その他

（特約店等：テクノマックス　吉田家　）

E02　工業薬品 G03　電気設備機器

（特約店等：本町化学工業　多木化学　駒形石灰工業　水ｉｎｇ　）

E04　医療器材 E05　衛生器材

（特約店等：日本アルコン　イナミ　東京鋼鐵工業　トップ　ナイツ　ニデック　はんだや　トプコンメディカル　興和　タカギ
セイコー　）

E99　その他 Z99　その他
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱湯守 G03　電気設備機器

堀川　有

〒311-4143

9000001616 茨城県水戸市大塚町１８８８

電029-251-3039 Ｆ029-252-8864

(403)

㈲ヨシフク E05　衛生器材

蔀　敏幸

〒310-0841

9000000710 茨城県水戸市酒門町１４３７－３

電029-248-5307 Ｆ029-248-0086

(974)

㈲ロイエル商会
上野義哉

〒310-0853

9000000580 茨城県水戸市平須町１８２８－２５４

電029-244-9531 Ｆ029-244-1053

(528)

㈱ロングライフ E99　その他

田中博文

〒311-4164

9000000242 茨城県水戸市谷津町細田１－８

電029-257-2345 Ｆ029-257-2567

(1033)

㈱アクアプラントテック M02　弁・バルブ類

阿部浩幸

〒300-0047

9000001615 茨城県土浦市生田町２－１６

電029-826-4884 Ｆ029-826-4877

(401)

朝日テック㈱ G03　電気設備機器

中西克己

〒302-0024

9000000723 茨城県取手市新町１丁目６－３３

電0297-72-9131 Ｆ0297-72-5665

(425)

製造業

㈲エムズ
遠藤　優

〒315-0011

9000001676 茨城県石岡市正上内１２－１３

電0299-24-2964 Ｆ0299-24-1201

(1094)

㈱鹿島商会
遠藤　功

〒314-0031

9000000146 茨城県鹿嶋市宮中２５７

電0299-83-3081 Ｆ0299-83-1406

(153)

㈱杉山商店
杉山昌弘

〒319-2261

9000001304 茨城県常陸大宮市上町３０６

電0295-52-3131 Ｆ0295-52-3134

(944)

E02　工業薬品 H05　計測機器

E06　福祉用品 E04　医療器材

E06　福祉用品 N99　その他

E05　衛生器材 E06　福祉用品

（特約店等：アロン化成　王子ネピア　ケープ　近澤製紙所　日本エンゼル　パナソニックエイジフリー　フットマーク　松永製
作所　モルテン　リッチェル　）

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：新明和工業　）

E02　工業薬品 M99　その他

（特約店等：奥多摩工業　大和紡績　呉羽テック　）

E05　衛生器材

E02　工業薬品 M99　その他

（特約店等：ダイネン　大明化学工業　昭和電工　吉澤石灰工業　トクヤマ　）

E02　工業薬品 L99　その他

（特約店等：トクヤマソーダ販売　）
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱セントラルメディカル N02　各種機器

中根祐一

〒300-0013

9000000724 茨城県土浦市神立町２５０６

電029-831-2321 Ｆ029-831-8998

(647)

筑宝産業㈱ J04　特殊車両

安澤浩一

〒309-1456

9000000432 茨城県桜川市青柳４４８－２

電0296-76-1183 Ｆ0296-76-0963

(1102)

中央メディカル㈱ E06　福祉用品

山口博司

〒311-0105

9000000548 茨城県那珂市菅谷４５２１－１５

電029-219-9018 Ｆ029-295-2220

(939)

東鉱商事㈱ K03　高圧ガス類

瀧　俊美 (受任者) 本社営業部

〒317-0073 〒317-0073

9000000443 茨城県日立市幸町１丁目３－８ 茨城県日立市幸町１丁目３－８

電0294-22-1172 Ｆ0294-22-1798 電0294-22-1171 Ｆ0294-23-4502

(371)

中嶋メディカルサプライ㈱ E05　衛生器材

佐藤　学

〒317-0065

9000000379 茨城県日立市助川町１丁目１７－１９

電0294-21-0500 Ｆ0294-21-0501

(829)

中山商事㈱ H02　理化学機器

中山大助 (受任者) 水戸営業所

〒317-0075 〒312-0063

9000000096 茨城県日立市相賀町１７－９ 茨城県ひたちなか市田彦字寄井新田１０１９－３

電0294-22-5291 Ｆ0294-25-1077 電029-275-2591 Ｆ029-275-2588

(1048)

㈱バイオス
矢島雅史

〒312-0042

9000000057 茨城県ひたちなか市東大島２丁目２－２１

電029-354-6811 Ｆ029-354-6833

(851)

㈱プラントサービス
砂塚伸司

〒300-0013

9000000631 茨城県土浦市神立町３６１５－１

電029-830-1411 Ｆ029-832-0096

(178)

㈱ホコタ
望月明男

〒312-0018

9000001573 茨城県ひたちなか市笹野町２丁目２－２６

電029-354-8229 Ｆ029-276-4166

(845)

E04　医療器材 E06　福祉用品

（特約店等：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス　メディキット　日本光電工業　キヤノンメディカルシステムズ　村
中医療器　）

E02　工業薬品 I05　消防・防災用品

E04　医療器材 E05　衛生器材

E02　工業薬品 H02　理化学機器

（特約店等：多木化学　クレハ　信越化学工業　日鉄鉱業　宇部マテリアルズ　太平化学産業　大明化学工業　ハイモ　アクアス
昭和電工　）

E04　医療器材 E06　福祉用品

（特約店等：キヤノンメディカルシステムズ　アズワン　泉工医科工業　イワツキ　酒井医療　ユヤマ　）

E02　工業薬品 E01　医薬品

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：菱光石灰工業　日鉄鉱業　多木化学　）

E02　工業薬品

E02　工業薬品 I05　消防・防災用品

（特約店等：田源石灰工業　ウォーターエージェンシー　）
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

アクティ㈱ E04　医療器材

久保博己 (受任者) 茨城営業所

〒390-1301 〒311-4152

9000001489 茨城県水戸市河和田１丁目１６４２－１

電0263-87-7245 Ｆ0263-87-7247 電029-306-8271 Ｆ029-251-3880

(1034)

浅野アタカ㈱
大黒田一人

〒110-0014

9000001602 東京都台東区北上野２丁目８－７

電03-5827-7051 Ｆ03-5827-7058

(245)

㈱アスコ
相原夏実 (受任者) 茨城営業所

〒441-8021 〒300-0013

9000001472 愛知県豊橋市白河町１００ 茨城県土浦市神立町６８２－３０

電0532-34-3821 Ｆ0532-33-3611 電029-834-7015 Ｆ029-831-3177

(181)

アルフレッサ㈱
福神雄介 (受任者) 水戸支店

〒101-0047 〒311-4152

9000000771 東京都千代田区内神田１丁目１２－１ 茨城県水戸市河和田３丁目２５８５－８

電03-3292-3331 Ｆ03-3292-3339 電029-257-3270 Ｆ029-257-3277

(1007)

㈱板通 F01　看板・標識

板橋信行 (受任者) 水戸支店

〒326-0802 〒311-3116

9000000732 栃木県足利市旭町５５３ 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭３５２４

電0284-41-8181 Ｆ0284-41-1250 電029-292-8181 Ｆ029-292-8130

(991)

㈱イノメディックス E06　福祉用品

二之宮義泰

〒112-0002

9000000054 東京都文京区小石川４丁目１７－１５

電03-3814-3645 Ｆ03-3815-8811

(422)

㈱ウォーターエージェンシー
榊原秀明 (受任者) 茨城営業所

〒162-0813 〒310-0903

9000000681 東京都新宿区東五軒町３－２５ 茨城県水戸市堀町１１６３－１７

電03-3267-4010 Ｆ03-3267-4409 電029-253-5912 Ｆ029-253-5948

(827)

㈱ウォーターテック
早坂克浩 (受任者) 東日本支店

〒108-0023 〒108-0023

9000000017 東京都港区芝浦３丁目１６－１ 東京都港区芝浦３丁目１６－１

電03-3456-0785 Ｆ03-3769-0714 電03-3456-0795 Ｆ03-3456-0646

(45)

エイバン商事㈱ E01　医薬品

武内淳一

〒170-0003

9000000680 東京都豊島区駒込１丁目１４－９

電03-5940-7066 Ｆ03-5976-2477

(109)

E01　医薬品 E03　農業薬品

長野県東筑摩郡山形村８２２８松本倉庫(株)山形配送センター２Ｆ

E02　工業薬品

E01　医薬品

E01　医薬品

（特約店等：武田薬品工業　第一三共　中外製薬　）

E02　工業薬品 I05　消防・防災用品

（特約店等：モリタ宮田工業　日本ドライケミカル　初田製作所　昭和サイン　）

E04　医療器材 E05　衛生器材

E02　工業薬品 I99　その他

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：モリタ宮田工業　）

E04　医療器材 E05　衛生器材
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱ＭＭコーポレーション E06　福祉用品

北内秀明

〒113-0033

9000000389 東京都文京区本郷３丁目４－６

電03-3816-3546 Ｆ03-3816-1954

(922)

川重冷熱工業㈱
篠原　進 (受任者) 北関東支店

〒525-8558 〒349-0212

9000001111 滋賀県草津市青地町１０００ 埼玉県白岡市新白岡７丁目１４－１３

電077-563-1111 Ｆ077-563-1120 電0480-44-9340 Ｆ0480-91-3500

(141)

製造業

関東三英㈱ Z99　その他

佐々木潤一郎 (受任者) 水戸営業所

〒104-0054 〒311-4165

9000001001 東京都中央区勝どき２丁目９－１６ 茨城県水戸市木葉下町２９２－３９

電048-533-1111 Ｆ048-533-1115 電029-291-6665 Ｆ029-291-6667

(219)

キヤノンメディカルシステムズ㈱ B02　OA機器

瀧口登志夫 (受任者) 茨城支店

〒324-8550 〒305-0045

9000000434 栃木県大田原市下石上１３８５ 茨城県つくば市梅園２丁目２－２

電0287-26-6211 Ｆ0287-26-6050 電029-849-0808 Ｆ029-858-6500

(411)

共和化工㈱
吉村俊治 (受任者) 関東支店

〒141-8519 〒141-8519

9000001524 東京都品川区西五反田７丁目２５－１９ 東京都品川区西五反田７丁目２５－１９

電03-3494-1311 Ｆ03-3494-1340 電03-3494-1312 Ｆ03-3494-1386

(348)

共和メンテナンス㈱
吉村俊治

〒141-8519

9000001393 東京都品川区西五反田７丁目２５－１９

電03-3494-1337 Ｆ03-3494-1339

(179)

㈱栗原医療器械店 E06　福祉用品

栗原　勝 (受任者) 水戸支店

〒373-8557 〒310-0905

9000000924 群馬県太田市清原町４－６ 茨城県水戸市石川２丁目４０９０－１

電0276-37-8192 Ｆ0276-37-8557 電029-251-2161 Ｆ029-251-2130

(629)

京葉帝酸㈱ I99　その他

徳江　隆 (受任者) 船橋工場

〒103-0027 〒273-0864

9000000727 東京都中央区日本橋２丁目９－６ 千葉県船橋市北本町１丁目１０－２

電03-3271-9041 電047-422-5535 Ｆ047-422-9264

(923)

コーヨー㈱
今村　太

〒110-0015

9000001658 東京都台東区東上野６丁目１６－１０

電03-5827-2170 Ｆ03-5827-2185

(862)

製造業

E04　医療器材 E05　衛生器材

E02　工業薬品 I99　その他

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：オルガノ　トーケミ　）

E04　医療器材 J04　特殊車両

E02　工業薬品

E02　工業薬品

E04　医療器材 E05　衛生器材

（特約店等：ＧＥヘルスケア・ジャパン　ジョンソン・エンド・ジョンソン　パラマウントベッド　アルケア　）

E02　工業薬品 I05　消防・防災用品

E02　工業薬品
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

興和㈱ E01　医薬品

野々村明輝

〒460-8625

9000001625 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－２９

電052-963-3341 Ｆ052-951-7741

(491)

製造業

㈱三陽 E05　衛生器材

鈴木章友 (受任者) 水戸営業所

〒960-8114 〒310-0852

9000000353 福島県福島市松浪町８－１３ 茨城県水戸市笠原町１５１０

電024-534-3155 Ｆ024-531-6527 電029-243-1281 Ｆ029-243-1283

(300)

㈲島田商店
嶋田恵吉 (受任者) 茨城支店

〒274-0067 〒300-1235

9000001139 千葉県船橋市大穴南５丁目６－６ 茨城県牛久市刈谷町２丁目１７６－１－１１０

電047-461-1145 Ｆ047-461-1235 電029-893-2944 Ｆ029-893-2286

(1064)

新日本化成㈱
平野　茂 (受任者) つくば営業所

〒260-0015 〒300-1204

9000001121 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１５－８ 茨城県牛久市岡見町２７９４－７

電043-306-1411 Ｆ043-222-5188 電029-870-2007 Ｆ029-870-2008

(169)

新菱冷熱工業㈱
加賀美猛 (受任者) 筑波営業所

〒160-8510 〒305-0031

9000001340 東京都新宿区四谷１丁目６－１ 茨城県つくば市吾妻１丁目１０－１つくばセンタービル２Ｆ

電03-3357-3654 Ｆ03-3357-3131 電029-851-3382 Ｆ029-852-8003

(959)

ジャパン・シーズニング㈱
鈴木和秀 (受任者) 茨城支店

〒103-0016 〒310-0852

9000000904 東京都中央区日本橋小網町３－１８ 茨城県水戸市笠原町１７１１－６

電03-5623-2550 Ｆ03-5623-2551 電029-243-3221 Ｆ029-243-3222

(924)

大成クリーン㈱
加藤直彦 (受任者) 茨城営業所

〒210-0806 〒301-0017

9000000952 神奈川県川崎市川崎区中島１丁目７－１ 茨城県龍ケ崎市姫宮町３６－１０５

電044-211-9585 Ｆ044-211-9585 電0297-64-8063 Ｆ0297-64-8063

(563)

㈱タクマテクノス
辻　一徳

〒108-0023

9000001217 東京都港区芝浦３丁目９－１

電03-5439-4171 Ｆ03-5439-5514

(65)

大和化成㈱
奥濱良明 (受任者) 茨城営業所

〒103-0002 〒300-0033

9000000262 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目６－１０東京大和化成ビル

電03-5847-0713 Ｆ03-5640-6502 電029-824-0280 Ｆ029-824-0281

(189)

E99　その他 E05　衛生器材

E04　医療器材 E06　福祉用品

（特約店等：テルモ　日本コヴィディエン　ニプロ　ＰＨＣ　ミナト医科学　）

E02　工業薬品

（特約店等：大阪ガスケミカル　水ｉｎｇ　秩父石灰工業　日曹金属化学　南海化学　伯方化学　島田商店　）

E02　工業薬品

（特約店等：水ｉｎｇ　トクヤマ　日曹金属化学　東亞合成　浅田化学工業　奥多摩工業　）

E04　医療器材

E02　工業薬品

（特約店等：トクヤマ　）

E02　工業薬品

（特約店等：ドリコ　ウォーターエージェンシー　ハイモ　有恒鉱業　昭和電工　日鉄鉱業　大明化学工業　東亞合成　菱光石灰
工業　）

E02　工業薬品

E02　工業薬品

（特約店等：東亞合成　昭和電工　大明化学工業　フタムラ化学　トクヤマ　多木化学　近江オドエアーサービス　吉澤石灰工業
ツルミコール　）

茨城県土浦市川口１丁目１－２６　アーバンスクエア土浦ビル５０７号
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

月島機械㈱
福沢義之 (受任者) 水環境事業本部東京支社

〒104-0053 〒104-0053

9000001353 東京都中央区晴海３丁目５－１ 東京都中央区晴海３丁目５－１

電03-5560-6511 Ｆ03-5560-6591 電03-5560-6542 Ｆ03-5560-6593

(502)

製造業

東西化学産業㈱ I99　その他

河野眞一郎 (受任者) 東京支店

〒540-6118 〒210-0814

9000000470 大阪府大阪市中央区城見２丁目１－６１ 神奈川県川崎市川崎区台町７－１１

電06-6947-5511 Ｆ06-6947-5510 電044-270-2310 Ｆ044-270-2311

(824)

東邦薬品㈱ E04　医療器材

馬田　明 (受任者) 水戸第一営業所

〒155-8655 〒311-3108

9000000070 東京都世田谷区代沢５丁目２－１ 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地６－２０

電03-3419-7811 Ｆ03-3414-6042 電029-219-0533 Ｆ029-219-0537

(334)

㈱ナイカイ H05　計測機器

髙岡公児 (受任者) つくば支店

〒552-0012 〒305-0868

9000001420 大阪府大阪市港区市岡３丁目１４－１１ 茨城県つくば市台町３丁目８－８

電06-6572-7100 Ｆ06-6572-7111 電029-836-8801 Ｆ029-836-8802

(793)

㈱西原環境
西原幸志 (受任者) 茨城営業所

〒108-0022 〒300-0812

9000000438 東京都港区海岸３丁目２０－２０ 茨城県土浦市下高津１丁目１９－４１

電03-3455-4441 Ｆ03-3455-4465 電029-823-2336 Ｆ029-823-2362

(545)

㈱ニチイ学館 B04　保育用品

森　信介

〒101-8688

9000000685 東京都千代田区神田駿河台２丁目９

電03-3291-2121 Ｆ03-3291-6886

(930)

日本船舶薬品㈱
岩﨑潤一 (受任者) 東京支店

〒231-0813 〒135-0033

9000000020 神奈川県横浜市中区かもめ町６ 東京都江東区深川１丁目１－５和倉ビル２Ｆ

電045-622-1313 Ｆ045-623-4530 電03-5621-4131 Ｆ03-5621-4136

(147)

㈱日本管財環境サービス I99　その他

降矢直樹

〒662-0911

9000001591 兵庫県西宮市池田町９－７

電0798-32-8360 Ｆ0798-32-8361

(82)

林六㈱
朝倉　悟 (受任者) 東京支店

〒542-0081 〒101-0041

9000000179 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１１－２８ 東京都千代田区神田須田町２丁目６

電06-6262-3914 Ｆ06-6120-9525 電03-3256-4931 Ｆ03-3252-0168

(865)

E02　工業薬品 M99　その他

E02　工業薬品 E04　医療器材

E01　医薬品 E02　工業薬品

（特約店等：第一三共　アステラス製薬　田辺三菱製薬　）

E04　医療器材 H02　理化学機器

E02　工業薬品 I99　その他

（特約店等：ハイモ　日鉄鉱業　）

E06　福祉用品 N99　その他

（特約店等：ニチイケアネット　）

E04　医療器材 E01　医薬品

E02　工業薬品 M02　弁・バルブ類

E02　工業薬品 L01　工事用資材

（特約店等：浅田化学工業　セラケム　田政砿業　）
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

フクダ電子南関東販売㈱
小滝正治 (受任者) 水戸営業所

〒260-0026 〒310-0851

9000001034 千葉県千葉市中央区千葉港５－３３ 茨城県水戸市千波町２９８

電043-241-3111 Ｆ043-241-3711 電029-305-6333 Ｆ029-305-6334

(630)

フジオックス㈱
藤本孝雄 (受任者) 化成品部

〒116-0013 〒116-0013

9000001258 東京都荒川区西日暮里１丁目１９－９ 東京都荒川区西日暮里１丁目１９－９

電03-3891-6291 Ｆ03-3807-7410 電03-3806-3960 Ｆ03-3806-3993

(320)

不二商会㈱
澤村　隆

〒332-0001

9000000559 埼玉県川口市朝日２丁目１０－５

電048-223-1511 Ｆ048-223-1504

(1066)

E04　医療器材

加藤大慶 (受任者) 水戸支店

〒110-0016 〒310-0804

9000000827 東京都台東区台東２丁目２３－７ 茨城県水戸市白梅２丁目８－１８

電03-3832-8241 Ｆ03-3832-8242 電029-225-6543 Ｆ029-225-6549

(396)

㈱ベネフィット・ワン
白石徳生

〒100-0004

9000001574 東京都千代田区大手町２丁目６－２

電03-6870-3800 Ｆ03-6870-2701

(487)

㈱丸幾商会 H05　計測機器

大川高雄 (受任者) 茨城営業所

〒110-0016 〒300-0331

9000000453 東京都台東区台東３丁目４４－１ 茨城県稲敷郡阿見町阿見１８６６－４

電03-3832-1331 Ｆ03-3832-1336 電029-887-8171 Ｆ029-887-8335

(298)

㈱ムトウ E06　福祉用品

田尾延幸 (受任者) 水戸支店

〒001-0011 〒310-0852

9000000391 北海道札幌市北区北１１条西４丁目１－１５ 茨城県水戸市笠原町６００－３８

電011-746-5111 Ｆ011-717-0547 電029-291-3363 Ｆ029-241-0522

(536)

㈱メディセオ E06　福祉用品

長福恭弘 (受任者) 水戸東支店

〒108-8464 〒319-0317

9000000705 東京都中央区八重洲２丁目７－１５ 茨城県水戸市内原１丁目１３４

電03-3517-5050 Ｆ03-3517-5011 電029-257-0630 Ｆ029-257-0637

(946)

森久保薬品㈱ E04　医療器材

森久保隆彦 (受任者) 茨城事業部

〒243-8531 〒304-0050

9000001507 神奈川県厚木市中町３丁目１１－１８ 茨城県下妻市亀崎４０１１－１

電046-222-2331 Ｆ046-221-3500 電0296-43-1661 Ｆ0296-43-6509

(170)

E04　医療器材 N02　各種機器

（特約店等：フクダ電子　）

E02　工業薬品

（特約店等：昭和電工　ダイネン　）

E02　工業薬品

（特約店等：日本曹達　秩父石灰工業　多木化学　不二サッシ　東亞合成　昭和電工　信越化学工業　大明化学工業　鶴見製作所
フタムラ化学　）

E05　衛生器材 E01　医薬品

（特約店等：モリタ　松風　ジーシー　デンツプライシロナ　ヨシダ　長田電機工業　昭和薬品化工　）

E99　その他

ヘンリーシャインジャパンイースト㈱

E02　工業薬品 I05　消防・防災用品

（特約店等：東亜合成　昭和電工　大明化学工業　田源石灰工業　フタムラ化学　重松製作所　）

E04　医療器材 E05　衛生器材

E01　医薬品 E04　医療器材

E01　医薬品 E05　衛生器材
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　　Ｅ　薬品・医療衛生

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

ユアサ・フナショク㈱
山田共之 (受任者) 業務用商品本部

〒273-8551 〒273-8551

9000001117 千葉県船橋市宮本４丁目１８－６ 千葉県船橋市宮本４丁目１８－６

電047-433-1250 Ｆ047-431-7724 電047-433-1250 Ｆ047-431-7724

(929)

㈱ライズ H05　計測機器

髙橋正人 (受任者) 茨城営業所

〒329-1104 〒300-0823

9000001071 栃木県宇都宮市下岡本町２５０７－３ 茨城県土浦市小松１丁目１５－２

電028-671-8122 Ｆ028-671-8123 電029-823-5201 Ｆ029-823-5202

(5)

E02　工業薬品

（特約店等：クラレ　ＡＧＣ　昭和電工　菱光石灰工業　多木化学　東亞合成　本町化学工業　）

E04　医療器材 E06　福祉用品

（特約店等：ＧＥヘルスケア・ジャパン　）
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　　Ｆ　広告装飾

番 号
(受付番号)

㈱アイ・ロード I05　消防・防災用品

小又　純

〒311-4153

9000000294 茨城県水戸市河和田町４３７９－９２

電029-257-8331 Ｆ029-255-0054

(112)

茨城県消火栓標識㈱
三橋　徹

〒310-0004

9000000446 茨城県水戸市青柳町４３７７－２

電029-224-9809 Ｆ029-224-9809

(369)

㈱インテルナ石原 B08　木製家具

石原康雄

〒311-4153

9000000789 茨城県水戸市河和田町４５２８

電029-254-2148 Ｆ029-254-2150

(873)

製造業

ＯＡＳＩＳ A01　一般印刷

服部　泰

〒311-1125

9000000345 茨城県水戸市大場町４１０８－２

電029-240-5883 Ｆ029-240-5883

(848)

㈲カナイトレーディング F01　看板・標識

金井玲子

〒310-0011

9000001093 茨城県水戸市三の丸２丁目１０－２９

電029-352-1770 Ｆ029-352-1771

(639)

カネダディスプレイ F02　記章・旗

金田尚男

〒310-0067

9000000021 茨城県水戸市根本１丁目３０１

電029-227-3838 Ｆ029-227-3292

(32)

製造業

㈱広報社
香嶋　貴

〒310-0841

9000000773 茨城県水戸市酒門町４３４２－１

電029-247-8071 Ｆ029-247-8006

(893)

製造業

㈱広洋社 F99　その他

斉藤敏行

〒310-0852

9000000213 茨城県水戸市笠原町１３６８－１

電029-241-4148 Ｆ029-243-7336

(916)

㈲大樹工業
添田賢樹

〒319-0323

9000001124 茨城県水戸市鯉淵町４３７５

電029-257-5900 Ｆ029-257-5901

(762)

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 L02　設備資材

F01　看板・標識 I05　消防・防災用品

F01　看板・標識 D03　室内装飾

（特約店等：オカムラ　東リ　サンゲツ　リリカラ　ニチベイ　ルノン　ニップコーポレーション　トーソー　東京シンコール
）

F01　看板・標識 A99　その他

F02　記章・旗 C99　その他

F01　看板・標識 F99　その他

F01　看板・標識

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F01　看板・標識
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　　Ｆ　広告装飾

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈲東京総合染色 C03　ギフト用品・百貨店

安藤義昭

〒310-0025

9000000989 茨城県水戸市天王町９－３１

電029-225-7156 Ｆ029-221-0842

(448)

日動起業㈱ N99　その他

小野芳幸

〒311-4141

9000000385 茨城県水戸市赤塚１丁目１９９７－６３

電029-253-1226 Ｆ029-254-2206

(860)

㈱白英社 F99　その他

坂場英利

〒310-0062

9000000650 茨城県水戸市大町２丁目３－２

電029-224-4352 Ｆ029-227-1668

(330)

製造業

㈱マルサン商事 A01　一般印刷

岡村博敬

〒310-0803

9000000256 茨城県水戸市城南３丁目３－４

電029-227-7344 Ｆ029-233-1022

(797)

製造業

㈱マルミ L02　設備資材

坂田裕一

〒319-0323

9000001501 茨城県水戸市鯉淵町１８６６

電029-259-7153 Ｆ029-259-7156

(983)

和知商事㈱ M01　管・鉄蓋類

和知忠道

〒310-0013

9000000192 茨城県水戸市若宮１丁目２－７

電029-224-6361 Ｆ029-224-6504

(197)

㈱アイエスケイ I05　消防・防災用品

榛葉高夫

〒308-0005

9000001067 茨城県筑西市中舘３５５

電0296-23-1211 Ｆ0296-25-4171

(159)

㈱アレスコ
磯邊　集

〒315-0005

9000001360 茨城県石岡市鹿の子１丁目１８－１２

電0299-24-1026 Ｆ0299-24-1028

(114)

製造業

㈱茨交
松尾浩二 (受任者) 水戸支店

〒305-0861 〒310-0905

9000001104 茨城県つくば市谷田部６５９７－３ 茨城県水戸市石川３丁目２０６９

電029-836-6751 Ｆ029-836-6750 電029-254-3778 Ｆ029-254-3095

(839)

F02　記章・旗 D02　被服・縫製・帽子

F01　看板・標識 L02　設備資材

F01　看板・標識 F02　記章・旗

（特約店等：パナソニック　）

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F01　看板・標識 I05　消防・防災用品

F01　看板・標識 E02　工業薬品

（特約店等：コトブキ　）

F01　看板・標識 L01　工事用資材

F01　看板・標識

F01　看板・標識 F99　その他
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　　Ｆ　広告装飾

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱アボック社 A01　一般印刷

毛藤圀彦

〒247-0056

9000000280 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４－１３

電0467-45-5119 Ｆ0467-45-6591

(187)

製造業

㈱川合ネームプレート製作所
小林弘幸

〒329-2711

9000000287 栃木県那須塩原市石林３１８－１

電0287-36-0245 Ｆ0287-36-0767

(75)

製造業

公共地研㈱
遠藤　巌 (受任者) 水戸営業所

〒333-0811 〒310-0902

9000001246 埼玉県川口市戸塚３丁目２５－２７ 茨城県水戸市渡里町２５３２－２－１０８

電048-297-5751 Ｆ048-297-5665 電029-350-7003 Ｆ029-350-7017

(229)

製造業

㈱五光 F99　その他

木内久生 (受任者) 茨城支店

〒320-0026 〒310-0031

9000000802 栃木県宇都宮市馬場通り１丁目１－９ 茨城県水戸市大工町３丁目３－２４

電028-650-5533 Ｆ028-650-5534 電029-225-1155 Ｆ029-226-0920

(816)

山陽マーク㈱ A01　一般印刷

岡本里司 (受任者) 東京出張所

〒733-0002 〒153-0061

9000000864 広島県広島市西区楠木町１丁目２－５ 東京都目黒区中目黒５丁目６－１０

電082-503-8899 Ｆ082-503-8817 電03-3711-9451 Ｆ03-3711-6663

(287)

製造業

信号器材㈱ L02　設備資材

前島敏雄 (受任者) 茨城営業所

〒211-0016 〒308-0005

9000000929 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０ 茨城県筑西市中舘３５５

電044-411-2191 Ｆ044-422-1543 電0296-21-0133 Ｆ0296-24-0890

(752)

製造業

㈱全国学童交通事故防止会 D02　被服・縫製・帽子

小島善二

〒270-0137

9000000135 千葉県流山市市野谷４３６

電04-7150-5405 Ｆ04-7150-5407

(15)

㈱丹青社 Z99　その他

高橋貴志

〒108-8220

9000000274 東京都港区港南１丁目２－７０

電03-6455-8151 Ｆ03-6455-8226

(89)

製造業

秩父産業㈱
内山盛一朗 (受任者) 関東支店

〒270-2225 〒270-2225

9000000288 千葉県松戸市東松戸２丁目２０－１ 千葉県松戸市東松戸２丁目２０－１

電047-311-1201 Ｆ047-311-1310 電047-311-0151 Ｆ047-311-0150

(1068)

F01　看板・標識 B06　学校用品

F01　看板・標識

F01　看板・標識

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F01　看板・標識 A99　その他

F01　看板・標識 L01　工事用資材

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F99　その他 B07　スチール家具

F01　看板・標識 L02　設備資材

（特約店等：日鉄建材　積水樹脂　アークノハラ　）
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　　Ｆ　広告装飾

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈲ツイキ C99　その他

築城秀実

〒270-1422

9000001083 千葉県白井市復９１－２

電047-491-1201 Ｆ047-491-1202

(374)

製造業

㈱トータルメディア開発研究所
山村健一郎

〒102-0094

9000001142 東京都千代田区紀尾井町３－２３

電03-3221-5558 Ｆ03-3221-5521

(376)

東電タウンプランニング㈱ N01　OA機器

鈴木祐輔 (受任者) 茨城総支社

〒105-0022 〒310-0042

9000001325 東京都港区海岸１丁目１１－１ 茨城県水戸市自由が丘３－５７

電03-6371-8111 Ｆ03-6372-6085 電029-387-5155 Ｆ029-387-5156

(200)

㈱トリアド工房
伊藤民郎

〒192-0352

9000001023 東京都八王子市大塚６３６－２

電042-675-2696 Ｆ042-675-6098

(575)

製造業

長田広告㈱
長田一郎

〒496-0045

9000001627 愛知県津島市東柳原町５丁目５－１

電0567-26-5251 Ｆ0567-26-6099

(494)

㈱日展
田加井徹 (受任者) 東京支店

〒530-0028 〒110-0015

9000001054 大阪府大阪市北区万歳町３－７ 東京都台東区東上野６丁目２１－６

電06-6362-2210 Ｆ06-6362-6030 電03-3847-2060 Ｆ03-3843-4120

(718)

㈱乃村工藝社 Z99　その他

榎本修次

〒135-8622

9000000037 東京都港区台場２丁目３－４

電03-5962-1171 Ｆ03-3570-2397

(633)

製造業

㈲白楊
花吉久美

〒273-0047

9000000529 千葉県船橋市藤原７丁目２６－２

電047-430-2439 Ｆ047-430-2440

(473)

表示灯㈱
上田正剛 (受任者) 東京支社

〒450-0002 〒107-0062

9000001572 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２－１１ 東京都港区南青山５丁目１２－２２

電052-856-1511 Ｆ052-856-1513 電03-3797-4711 Ｆ03-3797-4820

(1075)

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F99　その他 B99　その他

F01　看板・標識 B02　OA機器

（特約店等：セーフィー　キッズウェイ　）

F99　その他 Z99　その他

F01　看板・標識

F99　その他 F01　看板・標識

F01　看板・標識 F99　その他

F01　看板・標識

F01　看板・標識
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　　Ｆ　広告装飾

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱フラワー企画
山田謙治 (受任者) 総合備品レンタルセンター

〒343-0804 〒343-0805

9000001588 埼玉県越谷市大字南荻島３８０－１ 埼玉県越谷市神明町３－４１２

電048-978-8787 Ｆ048-978-8788 電048-975-0111 Ｆ048-975-0077

(41)

㈱保安企画 I05　消防・防災用品

渡辺　勉 (受任者) 茨城営業所

〒501-6303 〒305-0025

9000001427 岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２ 茨城県つくば市花室１００３－１

電058-227-3400 Ｆ058-227-3401 電029-857-7885 Ｆ029-857-7886

(607)

㈱丸菱行政地図 B02　OA機器

吉冨　明 (受任者) 水戸営業所

〒110-0008 〒310-0011

9000001129 東京都台東区池之端２丁目５－４１ 茨城県水戸市三の丸２丁目１０－１４－１０２

電03-5815-4830 Ｆ03-5815-4832 電029-302-5006 Ｆ029-302-5009

(50)

F01　看板・標識

F01　看板・標識 F02　記章・旗

F01　看板・標識 A99　その他
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

㈱アイリック I02　厨房機器

中﨑祐一

〒310-0852

9000001451 茨城県水戸市笠原町１６７２－２５

電029-241-6380 Ｆ0296-71-4770

(593)

㈲アジアシステムサービス
吉澤　敦

〒310-0913

9000001402 茨城県水戸市見川町２１３１－１１６２

電029-243-0243 Ｆ029-243-5383

(699)

㈱イバデン
松浦隆夫

〒310-0021

9000000282 茨城県水戸市南町２丁目６－３９

電029-225-1111 Ｆ029-221-1804

(148)

茨城教育映像 G02　通信関係機器

伊藤　修

〒310-0844

9000000958 茨城県水戸市住吉町１９２－１１１

電029-247-1431 Ｆ029-247-1431

(501)

㈱入江電機工業所 I05　消防・防災用品

入江　元

〒310-0031

9000000166 茨城県水戸市大工町２丁目３－２３

電029-224-4614 Ｆ029-224-4613

(741)

宇田電機㈱ L03　電気工事用資材

宇田典文

〒310-0844

9000001370 茨城県水戸市住吉町２９８－２

電029-248-3773 Ｆ029-247-8093

(874)

㈱河原井電機商会
河原井信幸

〒310-0063

9000000405 茨城県水戸市五軒町１丁目１－１

電029-221-2037 Ｆ029-226-4437

(209)

㈱ケーズホールディングス
平本　忠

〒310-8282

9000000768 茨城県水戸市桜川１丁目１－１

電029-231-4352 Ｆ029-224-0793

(194)

サンエス通信建設㈱ I05　消防・防災用品

根本克美

〒311-4151

9000000380 茨城県水戸市姫子１丁目８０９－２３

電029-252-2251 Ｆ029-253-5309

(721)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

G03　電気設備機器 B07　スチール家具

G04　視聴覚機器 G02　通信関係機器

（特約店等：ＴＯＡ　ナカヨ電子サービス　）

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器

（特約店等：日立産機システム　新明和工業　日立グローバルライフソリューションズ　日立製作所　）

G04　視聴覚機器 G01　家庭用電気機器

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：パナソニックシステムソリューションズジャパン　）

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

G01　家庭用電気機器

（特約店等：パナソニック　）

G01　家庭用電気機器

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：パナソニックシステムソリューションズジャパン　ＴＯＡ　）
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱柴沼金物 I02　厨房機器

柴沼成明

〒319-0317

9000000051 茨城県水戸市内原１丁目２２５

電029-259-2851 Ｆ029-259-2355

(247)

㈱昭栄電機
高倉　清

〒310-0852

9000000837 茨城県水戸市笠原町６８７－９

電029-241-4284 Ｆ029-241-3800

(1011)

㈱ジャスト G03　電気設備機器

栗崎光喜

〒310-0843

9000000541 茨城県水戸市元石川町２６３８－１１

電029-248-7400 Ｆ029-248-7420

(857)

㈱セイエーデンキ
助川春男

〒310-0045

9000000592 茨城県水戸市新原１丁目１９－１２

電029-253-5151 Ｆ029-253-5153

(1005)

センター家庭電器㈱ G04　視聴覚機器

伊藤正義

〒310-0005

9000000838 茨城県水戸市水府町１５４８

電029-226-2211 Ｆ029-224-0175

(668)

センター電機㈱ B02　OA機器

高橋　博

〒310-0005

9000000983 茨城県水戸市水府町１４９２

電029-225-3111 Ｆ029-225-3751

(57)

高島通信電設㈱ G02　通信関係機器

高島和子

〒310-0905

9000000839 茨城県水戸市石川１丁目４０４５－３

電029-252-1642 Ｆ029-252-6835

(259)

㈱隆成電設 I05　消防・防災用品

横山隆博

〒310-0065

9000001663 茨城県水戸市八幡町７－１５

電029-246-5546 Ｆ029-246-5696

(1017)

第一設備工業㈱ M01　管・鉄蓋類

加藤一郎

〒310-0836

9000001373 茨城県水戸市元吉田町２６２５－１１

電029-247-3086 Ｆ029-247-3089

(984)

G01　家庭用電気機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：日立グローバルライフソリューションズ　パナソニックコンシューマーマーケティング　）

G01　家庭用電気機器 G02　通信関係機器

（特約店等：パナソニック　）

G04　視聴覚機器 G01　家庭用電気機器

G01　家庭用電気機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：日立　）

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：日立グローバルライフソリューションズ　）

G03　電気設備機器 I01　工具・工作機械

（特約店等：日立製作所　日立産機システム　日立グローバルライフソリューションズ　日立ビルシステム　日立国際電気　）

G03　電気設備機器 G04　視聴覚機器

G03　電気設備機器 L03　電気工事用資材

G03　電気設備機器 I99　その他
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱テクニティ G04　視聴覚機器

石井慎太郎

〒310-0914

9000001468 茨城県水戸市小吹町２８３４－１

電029-297-1012 Ｆ029-297-1013

(594)

㈱電化センタータカハシ商会 G04　視聴覚機器

高橋武美

〒310-0851

9000000347 茨城県水戸市千波町１３９４

電029-241-6019 Ｆ029-241-6089

(26)

㈲電秀社 G03　電気設備機器

加藤秀夫

〒310-0812

9000000882 茨城県水戸市浜田１丁目１７－３７

電029-225-8179 Ｆ029-224-7379

(1)

東神電池工業㈱
永井忠弘

〒310-0012

9000000933 茨城県水戸市城東１丁目４－４

電029-300-1313 Ｆ029-227-0569

(378)

東洋電機㈱ G01　家庭用電気機器

添田　稔

〒310-0902

9000000423 茨城県水戸市渡里町２７１０

電029-221-2020 Ｆ029-225-1546

(978)

㈱常磐第一興商
榎本太郎

〒310-0031

9000001634 茨城県水戸市大工町１丁目３－７

電029-233-2111 Ｆ029-226-7169

(587)

トキワ通信工業㈱ G03　電気設備機器

枝川　浩

〒310-0852

9000000303 茨城県水戸市笠原町１４３０－１

電029-243-5488 Ｆ029-243-5494

(98)

パーデン㈱ N01　OA機器

石井　健

〒310-0913

9000001660 茨城県水戸市見川町２５３７－１４

電029-291-4464 Ｆ029-305-4089

(954)

㈱パナランド・フジタ G04　視聴覚機器

藤田広美

〒310-0912

9000000743 茨城県水戸市見川２丁目６１－３

電029-224-2455 Ｆ029-224-3430

(889)

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：岡田電気産業　東芝コンシューママーケティング　新明電材　アトムチェーン本部　）

G01　家庭用電気機器 G02　通信関係機器

G03　電気設備機器

（特約店等：ＧＳユアサ　）

G03　電気設備機器 L03　電気工事用資材

（特約店等：パナソニック　）

G01　家庭用電気機器 G04　視聴覚機器

G01　家庭用電気機器 G02　通信関係機器

（特約店等：シャープマーケティングジャパン　ナカヨ電子サービス　）

G02　通信関係機器 I05　消防・防災用品

（特約店等：ナカヨ電子サービス　日本防犯システム　京セラドキュメントソリューションズジャパン　）

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：パナソニックコンシューマーマーケティング　パナソニックシステムソリューションズジャパン　ユニペックス　ソ
ニーマーケティング　東芝コンシューママーケティング　シャープマーケティングジャパン　）
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

東日本電気興業㈱ N99　その他

椎名隆文

〒310-0841

9000000283 茨城県水戸市酒門町４２２５－１０

電029-248-1231 Ｆ029-248-1611

(165)

㈱ファーストトラスト
米田英雄

〒310-0851

9000000074 茨城県水戸市千波町４６１－８

電029-212-4666 Ｆ029-212-4777

(446)

㈱フジコー I99　その他

里井岸郎 (受任者) 水戸支店

〒310-0812 〒310-0812

9000001084 茨城県水戸市浜田１丁目１９－１３ 茨城県水戸市浜田１丁目１９－１３

電029-221-8700 Ｆ029-226-4709 電029-224-0550 Ｆ029-224-0556

(754)

藤電気㈱ G01　家庭用電気機器

鈴木　覺

〒311-4153

9000000386 茨城県水戸市河和田町４３８４

電029-252-5045 Ｆ029-251-4899

(1085)

増光総合電気設備
増渕知惠子

〒310-0836

9000001455 茨城県水戸市元吉田町２６０２－２

電029-248-1808 Ｆ029-246-2788

(876)

水戸通信工業㈱ G02　通信関係機器

飯田保二

〒310-0036

9000000935 茨城県水戸市新荘２丁目７－３３

電029-225-2215 Ｆ029-225-7482

(211)

㈱ワイエスケー茨城 B07　スチール家具

吉澤達也

〒310-0827

9000000883 茨城県水戸市吉沼町８３４－１

電029-224-6171 Ｆ029-224-6204

(669)

㈱綿引無線
綿引　敏

〒310-0905

9000000243 茨城県水戸市石川２丁目４０８８－１

電029-251-4035 Ｆ029-251-4050

(634)

岩瀬プリンス電機㈱
寺嶋之朗

〒309-1344

9000000257 茨城県桜川市南飯田８６２

電0296-75-5601 Ｆ0296-75-5395

(150)

製造業

G02　通信関係機器 G99　その他

（特約店等：竹中エンジニアリング　八重洲無線　）

G99　その他 N99　その他

G03　電気設備機器 I02　厨房機器

G03　電気設備機器 I99　その他

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：藤井産業　岡田電気産業　）

G01　家庭用電気機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：沖電気工業　日本ドライケミカル　パナソニックシステムソリューション推進部　ＪＶＣケンウッド・公共産業シス
テム　ＴＯＡ　リコー　）

G03　電気設備機器 I01　工具・工作機械

G02　通信関係機器

（特約店等：日立国際電気　富士通ゼネラル　アイコム　八重洲無線　ＪＶＣケンウッド　）

G01　家庭用電気機器
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈲ウィルコーポレーション
石﨑　要

〒311-3122

9000001469 茨城県東茨城郡茨城町上石崎１０３３

電029-240-8700 Ｆ029-240-8705

(115)

㈱エス・ティー・エム G04　視聴覚機器

高橋秀和

〒314-0124

9000001594 茨城県神栖市石神４３４－１

電0299-94-3332 Ｆ0299-94-3342

(128)

㈱グローバルネットサービス G03　電気設備機器

磯﨑昭彦

〒312-0001

9000001452 茨城県ひたちなか市佐和１８９０－２４

電029-270-3600 Ｆ029-202-3033

(632)

㈱小林電気商会 G04　視聴覚機器

小林英樹

〒311-2404

9000001673 茨城県潮来市水原６７２－１

電0299-67-5043 Ｆ0299-67-5112

(1074)

産機システム㈱
峯島光弘

〒311-0111

9000000512 茨城県那珂市後台２３０３－３

電029-352-0331 Ｆ029-295-0477

(466)

常伸電通システム㈱
海東清二

〒300-0007

9000001274 茨城県土浦市板谷６丁目６４８－１６

電029-830-0311 Ｆ029-830-0313

(183)

㈱太陽防設 G04　視聴覚機器

冨田　豊

〒316-0003

9000001089 茨城県日立市多賀町５丁目７－３

電0294-32-1393 Ｆ0294-35-4068

(765)

㈲茅根電設工業 G02　通信関係機器

茅根太造

〒319-2144

9000001444 茨城県常陸大宮市泉１２５３－８

電0295-53-0622 Ｆ0295-53-4084

(443)

㈱東京電機
塩谷智彦

〒305-0003

9000000630 茨城県つくば市桜３丁目１１－１

電029-857-4341 Ｆ029-857-7636

(988)

製造業

G02　通信関係機器 G99　その他

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器

G01　家庭用電気機器 G02　通信関係機器

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器

G03　電気設備機器 I99　その他

（特約店等：荏原製作所　新明和工業　鶴見製作所　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：日本電気　）

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器

（特約店等：ＴＯＡ　ＪＶＣケンウッド・公共産業システム　日本アンテナ　）

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器

G03　電気設備機器
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

日本総合警備保障㈱
鈴木正悟

〒312-0062

9000001665 茨城県ひたちなか市高場３丁目１－３２

電029-202-6081 Ｆ029-202-6082

(1024)

㈱Ｆｕｔｗｏｒｋグループ C01　雑貨・金物

武田正傑

〒311-0105

9000001556 茨城県那珂市菅谷２７６４－３

電029-252-8068 Ｆ050-3730-9964

(525)

㈱ブロード
香取洋治

〒300-0068

9000000102 茨城県土浦市西並木町３７８１－２９

電029-821-2621 Ｆ029-821-2630

(314)

㈲ホームイソデン G02　通信関係機器

磯野幸生 (受任者) 水戸営業所

〒312-0035 〒311-4163

9000000124 茨城県ひたちなか市枝川１２５１－４ 茨城県水戸市加倉井町５７８－３

電029-227-0500 Ｆ029-228-1424 電029-227-0500 Ｆ029-228-1424

(826)

㈱宮本冷機
宮本秀勝

〒311-1251

9000001428 茨城県ひたちなか市山崎３０

電029-200-4181 Ｆ029-200-4185

(1108)

㈱ＩＨＩインフラ建設 M99　その他

森内　昭 (受任者) 茨城営業所

〒135-0016 〒302-0004

9000001398 東京都江東区東陽７丁目１－１ 茨城県取手市取手３丁目４－８海方ビル

電03-3699-2790 Ｆ03-3699-2792 電0297-84-6020 Ｆ0297-84-6021

(665)

製造業

アイリスオーヤマ㈱ B01　事務用品

大山晃弘 (受任者) 水戸営業所

〒980-8510 〒310-0803

9000001547 宮城県仙台市青葉区五橋２丁目１２－１ 茨城県水戸市城南１丁目１－６サザン水戸ビル８０７Ｂ

電022-221-3400 Ｆ022-217-3787 電029-300-2102 Ｆ029-233-6758

(1050)

昱㈱ H05　計測機器

中川　崇 (受任者) 茨城支店水戸営業所

〒103-0004 〒310-0063

9000000253 東京都中央区東日本橋３丁目３－１１ 茨城県水戸市五軒町１丁目３－３１

電03-3663-2281 Ｆ03-3664-5547 電029-224-5434 Ｆ029-224-5537

(319)

アズビル㈱
山本清博 (受任者) ビルシステムカンパニー茨城支店

〒100-6419 〒305-0032

9000000491 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 茨城県つくば市竹園１丁目６－１

電03-6810-1000 Ｆ03-5220-7270 電029-856-6361 Ｆ029-856-6363

(913)

G99　その他 G03　電気設備機器

（特約店等：ＮＳＳ　）

G01　家庭用電気機器 I02　厨房機器

G03　電気設備機器

（特約店等：昭和電工マテリアルズ　）

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

（特約店等：ホタルクス　三菱電機住環境システムズ　日立空調販売　）

G99　その他 I02　厨房機器

（特約店等：中野冷機　ダイキン工業　三菱電機　日立アプライアンス　）

G99　その他 H99　その他

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器

G03　電気設備機器 I99　その他

（特約店等：日立製作所　新明和工業　日立産機システム　）

G03　電気設備機器

64 / 131



　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱アセント N99　その他

木越健二

〒108-0023

9000001072 東京都港区芝浦４丁目１６－２３

電03-5419-6022 Ｆ03-3452-0802

(552)

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱
尻無濱秀治

〒143-0023

9000001648 東京都大田区山王１丁目３－５

電03-3773-2021 Ｆ03-3773-7912

(760)

㈱あんしんサポート I05　消防・防災用品

古賀功一

〒814-0134

9000001600 福岡県福岡市城南区飯倉１丁目６－２５

電092-843-1881 Ｆ092-845-8322

(232)

宇都宮電子㈱ B02　OA機器

上吉原均 (受任者) つくば営業所

〒321-0982 〒302-0102

9000000477 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町４４－１６ 茨城県守谷市松前台３丁目２２－７

電028-683-1123 Ｆ028-683-1130 電0297-47-1022 Ｆ0297-47-1023

(171)

㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス
飯田一郎 (受任者) 茨城営業所

〒187-8512 〒310-0805

9000000818 東京都小平市御幸町３２ 茨城県水戸市中央１丁目２－１５

電042-320-5931 Ｆ042-320-5700 電029-227-4564 Ｆ029-227-5280

(6)

㈱エス・アイ・シー H05　計測機器

麻見浩史

〒260-0025

9000001151 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５

電043-301-8822 Ｆ043-301-8839

(136)

ＮＥＣネッツエスアイ㈱ N01　OA機器

牛島祐之 (受任者) 茨城営業所

〒112-8560 〒310-0803

9000000377 東京都文京区後楽２丁目６－１ 茨城県水戸市城南１丁目１－６

電03-6699-7000 Ｆ03-6699-7414 電029-306-9056 Ｆ029-306-9057

(676)

ＮＥＣプラットフォームズ㈱
福田公彦 (受任者) 水戸支店

〒101-8532 〒310-0911

9000000884 東京都千代田区神田司町２丁目３ 茨城県水戸市見和３丁目５７５－３

電03-5282-5843 Ｆ03-5282-5943 電029-212-8080 Ｆ029-257-9900

(903)

製造業

㈱ＮＨＫテクノロジーズ
大橋一三 (受任者) 関東甲信越業務部

〒150-0047 〒150-0041

9000001227 東京都渋谷区神山町４－１４ 東京都渋谷区神南１丁目４－１第七共同ビル

電03-3481-7820 Ｆ03-3481-7623 電03-5456-4748 Ｆ03-5456-4744

(961)

G04　視聴覚機器 G03　電気設備機器

（特約店等：ChyronHego　RossVideo　MLJ　JVCケンウッド　パナソニックシステムソリューションズ　シャープＮＥＣディスプレ
イ　ボーズ　オーディオテクニカ　TOA　オーディオブレインズ　）

G02　通信関係機器

G02　通信関係機器 N02　各種機器

G02　通信関係機器 H05　計測機器

（特約店等：日本無線　八重洲無線　アイコム　池田計器製作所　ＹＤＫテクノロジーズ　日本エレクトリックインスルメント
ＪＶＣケンウッド　パナソニックシステムソリューションズジャパン　）

G02　通信関係機器 G99　その他

G03　電気設備機器 H02　理化学機器

（特約店等：メタウォーター　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：日本電気　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：日本電気　富士ゼロックス茨城　）

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

H05　計測機器

木村丈治

〒212-0014

9000001149 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０

電044-589-6365 Ｆ044-541-1341

(488)

㈱ＮＴＴドコモ H05　計測機器

井伊基之 (受任者) 茨城支店

〒100-6150 〒310-8536

9000000859 東京都千代田区永田町２丁目１１－１ 茨城県水戸市宮町１丁目１－８３

電03-5156-1111 Ｆ03-5156-0307 電029-222-5039 Ｆ029-233-9533

(410)

㈱ＮＴＴ東日本－南関東 G04　視聴覚機器

中江康二 (受任者) 本店

〒108-8019 〒108-8019

9000000343 東京都港区港南１丁目９－１ 東京都港区港南１丁目９－１

電03-3740-8013 Ｆ03-3740-6929 電03-3740-8013 Ｆ03-3740-6929

(578)

㈱ＮＴＴファシリティーズ Z99　その他

松原和彦 (受任者) 首都圏事業本部東関東支店茨城支店

〒108-0023 〒310-0062

9000000799 東京都港区芝浦３丁目４－１ 茨城県水戸市大町３丁目４－３９

電03-5444-5725 Ｆ03-5444-0244 電029-233-5281 Ｆ029-227-1529

(562)

㈱荏原製作所
浅見正男 (受任者) 東京支社

〒144-8510 〒144-8510

9000000670 東京都大田区羽田旭町１１－１ 東京都大田区羽田旭町１１－１

電03-3743-6111 Ｆ03-5736-3104 電050-3416-0123 Ｆ03-3744-0187

(288)

製造業

ＯＫＩクロステック㈱ B01　事務用品

竹内敏尚

〒104-6126

9000001568 東京都中央区晴海１丁目８－１１

電03-6381-2434 Ｆ03-6381-2480

(786)

㈱会議録研究所 A01　一般印刷

妹尾　潤

〒162-0844

9000000665 東京都新宿区市谷八幡町１６

電03-3267-6051 Ｆ03-3267-8199

(990)

㈱きんでん G03　電気設備機器

上坂隆勇 (受任者) 茨城営業所

〒531-8550 〒310-0026

9000001596 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３－４１ 茨城県水戸市泉町１丁目２－４

電06-6375-6205 Ｆ06-6375-6377 電029-227-2767 Ｆ029-227-2717

(135)

㈱ぎじろくセンター
白井義美 (受任者) 東京営業所

〒755-0192 〒103-0024

9000001256 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 東京都中央区日本橋小舟町９－３日本橋相互ビル５０５号室

電0836-51-6191 Ｆ0836-54-0001 電03-6264-8781 Ｆ03-6264-8782

(512)

G02　通信関係機器 B02　OA機器

G02　通信関係機器 B02　OA機器

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱

G02　通信関係機器 B02　OA機器

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器

G03　電気設備機器

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：沖電気工業　）

G04　視聴覚機器 N01　OA機器

（特約店等：ＮＴＴアドバンステクノロジ　ＴＯＡ　ＮＴＴ－ＡＴエムタック　オーディオテクニカ　エーディエス　アドバンス
ト・メディア　OkayoJapan　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器

G04　視聴覚機器 N99　その他

（特約店等：オーディオテクニカ　ＮＴＴアドバンステクノロジ　）
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

クボタ環境サービス㈱ I99　その他

三谷博德

〒104-8307

9000000530 東京都中央区京橋２丁目１－３

電03-6281-9918 Ｆ03-3272-5250

(244)

クボタ機工㈱
前田勝弘 (受任者) 東京支店

〒573-0004 〒103-0021

9000001061 大阪府枚方市中宮大池１丁目１－１ 東京都中央区日本橋本石町３丁目３－１０

電072-840-5727 Ｆ072-890-2790 電03-3245-3141 Ｆ03-3245-3145

(799)

㈱クリタス M02　弁・バルブ類

鎌田裕久

〒171-0022

9000000801 東京都豊島区南池袋１丁目１１－２２

電03-3590-0301 Ｆ03-3590-3396

(599)

㈱システムエンジニアリング G03　電気設備機器

田口　純

〒111-0052

9000001300 東京都台東区柳橋１丁目１３－３

電03-3866-3261 Ｆ03-3866-9857

(339)

㈱城山 G04　視聴覚機器

安藤和正 (受任者) 東京営業本部

〒671-0219 〒141-0001

9000001356 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１ 東京都品川区北品川５丁目１２－４リードシー御殿山ビル６Ｆ

電079-253-7110 Ｆ079-251-2011 電03-5793-7110 Ｆ03-5793-7138

(236)

シンフォニアエンジニアリング㈱ I99　その他

吉田道生 (受任者) 千葉営業所

〒516-8553 〒274-0053

9000000370 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９－９６ 千葉県船橋市豊富町６３１－１２

電0596-36-4479 Ｆ0596-36-6703 電047-457-5023 Ｆ047-457-5024

(412)

新明和アクアテクサービス㈱
島坂忠宏 (受任者) 北関東センター

〒659-0022 〒331-0812

9000000672 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目４３－２０

電0797-25-0723 Ｆ0797-25-0724 電048-651-9861 Ｆ048-651-9862

(489)

J02　車両部品・用品

一丸昌彦 (受任者) 茨城営業所

〒143-0016 〒310-0836

9000000525 東京都大田区大森北４丁目８－１ 茨城県水戸市元吉田町７５６

電03-5753-1500 Ｆ03-5753-1550 電029-246-1002 Ｆ029-246-1003

(205)

㈱ＪＤＲＯＮＥ J99　その他

酒井哲広

〒163-0417

9000001623 東京都新宿区西新宿新宿２丁目１－１

電03-4236-0080 Ｆ03-3346-1833

(474)

G03　電気設備機器 M99　その他

G03　電気設備機器 J04　特殊車両

G03　電気設備機器 I99　その他

G04　視聴覚機器 G02　通信関係機器

（特約店等：エレクトリ　カナレ電気　ヒビノ　ケイアイシー　アイ・ディ・ケイ　イメージニクス　エルモ社　ティアック　キ
クチ科学研究所　）

G02　通信関係機器 N02　各種機器

（特約店等：ＪＶＣケンウッド　アイコム　八重洲無線　サンテレホン　サクサ　東芝　キヤノン販売　）

G03　電気設備機器 H05　計測機器

G03　電気設備機器 I99　その他

G03　電気設備機器 G99　その他

（特約店等：ＧＳユアサ　）

G01　家庭用電気機器 I05　消防・防災用品

（特約店等：ＤＪＩＪＡＰＡＮ　）

㈱ジーエス・ユアサフィールディングス
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

H01　カメラ・写真材料

恩田　茂 (受任者) 首都圏第１支店茨城営業所

〒221-0022 〒310-0836

9000001534 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３丁目１２ 茨城県水戸市元吉田町３２０－１５クレオＶ１Ｆ

電045-443-3270 Ｆ045-443-3163 電029-246-2920 Ｆ029-246-2921

(1062)

製造業

㈱ジャパンエニックス
星野信一

〒140-0004

9000000182 東京都品川区南品川２丁目７－１８

電03-5715-2351 Ｆ03-5715-2560

(67)

ジョンソンコントロールズ㈱
吉田　浩 (受任者) つくば営業所

〒151-0073 〒305-0032

9000001597 東京都渋谷区笹塚１丁目５０－１ 茨城県つくば市竹園２丁目２－４第２・ＩＳＳＥＩビル

電03-5738-6100 Ｆ03-5738-6298 電029-863-6500 Ｆ029-858-1060

(146)

スイス通信システム㈱ N99　その他

平野恒次

〒260-0001

9000000895 千葉県千葉市中央区都町６丁目２１－５

電043-231-8231 Ｆ043-231-8166

(767)

セイコータイムクリエーション㈱ H04　時計・貴金属

萩原健二

〒135-8610

9000000181 東京都江東区福住２丁目４－３

電03-5646-1601 Ｆ03-5646-1602

(919)

田中電気㈱ N99　その他

田中良一

〒101-0021

9000001231 東京都千代田区外神田１丁目１５－１３

電03-3253-2811 Ｆ03-3253-1360

(317)

㈱通電技術
三野　仁 (受任者) 関東支店

〒003-0029 〒222-0033

9000001435 北海道札幌市白石区平和通２丁目北１１－２０ 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目７－４

電011-863-0921 Ｆ050-3153-7626 電045-620-0977 Ｆ050-3153-7626

(7)

都築電気㈱
江森　勲 (受任者) 水戸営業所

〒105-8665 〒310-0021

9000000641 東京都港区新橋６丁目１９－１５ 茨城県水戸市南町３丁目４－１２

電03-6833-7777 Ｆ03-6833-7802 電029-226-1011 Ｆ029-225-1448

(691)

㈱ティエスジー G02　通信関係機器

田尻澄夫

〒105-0013

9000000078 東京都港区浜松町２丁目７－１６

電03-3459-6451 Ｆ03-3459-6450

(553)

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器

G02　通信関係機器

（特約店等：ＪＶＣケンウッド　八重洲無線　）

㈱ＪＶＣケンウッド・公共産業システム

G03　電気設備機器 G02　通信関係機器

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：パナソニックシステムソリューションズジャパン　エムシーアクセス・サポート　ＴＯＡ　日本アンテナ　八重洲無
線　アイコム　トム通信工業　）

G03　電気設備機器 G02　通信関係機器

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：ソフトバンクモバイル　東芝　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：富士通　）

G03　電気設備機器 H05　計測機器

（特約店等：東芝インフラシステムズ　）
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱テイエルブイ
藤原綾子 (受任者) 東京営業所

〒675-8511 〒272-0115

9000000557 兵庫県加古川市野口町長砂８８１ 千葉県市川市富浜２丁目２－９

電079-422-1122 Ｆ079-427-1825 電047-307-1110 Ｆ047-307-1119

(323)

製造業

テルウェル東日本㈱ G04　視聴覚機器

谷　誠 (受任者) 茨城支店

〒151-0051 〒310-0061

9000001394 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１４－９ 茨城県水戸市北見町８－８ＮＴＴ北見ビル１Ｆ

電03-3350-7121 Ｆ03-3341-3001 電029-297-6677 Ｆ029-302-2122

(249)

電気興業㈱
松澤幹夫 (受任者) 中央統括部

〒100-0005 〒100-0005

9000001363 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 東京都千代田区丸の内３丁目３－１

電03-3216-1671 Ｆ03-3216-1669 電03-3216-9478 Ｆ03-3216-1669

(751)

製造業

㈱トーコー産業 M02　弁・バルブ類

柏葉　淳 (受任者) 水戸営業所

〒264-0017 〒310-0914

9000000455 千葉県千葉市若葉区加曽利町９７２－１２ 茨城県水戸市小吹町１６１７－１

電043-233-1141 Ｆ043-231-1646 電029-305-4301 Ｆ029-244-4561

(673)

東海技研㈱
中島　敦

〒213-0022

9000000002 神奈川県川崎市高津区千年５４１－４

電044-754-0851 Ｆ044-754-0853

(890)

製造業

東芝インフラシステムズ㈱ G02　通信関係機器

今野貴之 (受任者) 東関東支店

〒212-8585 〒261-7124

9000000960 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

電044-331-0880 Ｆ044-548-9542 電043-299-1009 Ｆ043-299-1035

(608)

製造業

東芝通信インフラシステムズ㈱ B02　OA機器

棟方公輝

〒183-8511

9000001232 東京都府中市東芝町１

電042-333-6901 Ｆ042-340-8120

(864)

東芝ライテック㈱
平岡敏行 (受任者) 首都圏営業所

〒237-8510 〒212-8585

9000001441 神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１－１ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

電046-862-2000 Ｆ046-860-1200 電044-331-7585 Ｆ044-548-9638

(433)

製造業

東通産業㈱ B02　OA機器

大賀昭雄 (受任者) 茨城営業所

〒106-8551 〒310-0803

9000000038 東京都港区六本木５丁目１６－２０ 茨城県水戸市城南３丁目６－３

電03-5572-7912 Ｆ03-5572-7923 電029-221-5105 Ｆ029-221-8487

(1109)

G03　電気設備機器 M02　弁・バルブ類

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器

G02　通信関係機器 G99　その他

（特約店等：理経　プライム・スター　）

G03　電気設備機器 I99　その他

（特約店等：アンレット　新明和工業　荏原製作所　鶴見製作所　）

G99　その他

G03　電気設備機器 M99　その他

G02　通信関係機器 H05　計測機器

（特約店等：東芝インフラシステムズ　）

千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６－１ＷＢＧマリブイースト２４Ｆ

G03　電気設備機器

G04　視聴覚機器 G01　家庭用電気機器

（特約店等：ソニー　パナソニック　）
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

東テク㈱
長尾克己 (受任者) 水戸営業所

〒103-0023 〒310-0815

9000000844 東京都中央区日本橋本町３丁目１１－１１ 茨城県水戸市本町３丁目１１－７

電03-6632-7000 Ｆ03-6632-7755 電029-224-8371 Ｆ029-226-3001

(1040)

㈱東和エンジニアリング B02　OA機器

新倉恵里子 (受任者) 関東支店

〒101-8631 〒330-0854

9000001364 東京都千代田区東神田１丁目７－８ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目９７０－６

電03-5833-8300 Ｆ03-5833-8301 電048-648-7701 Ｆ048-648-7732

(431)

㈱ナンヨートレイディング
蜂谷忠正

〒112-0002

9000000011 東京都文京区小石川５丁目２３－５タナカーサ１Ｆ

電03-5802-6511 Ｆ03-5802-6514

(871)

㈲錦テクノサービス M01　管・鉄蓋類

鈴木昌明

〒974-8232

9000001618 福島県いわき市錦町重殿１０－６

電0246-63-4114 Ｆ0246-63-4133

(426)

日新電機㈱ I99　その他

齋藤成雄 (受任者) 東京支社

〒615-8686 〒101-0024

9000001333 京都府京都市右京区梅津高畝町４７ 東京都千代田区神田和泉町１

電075-864-9040 Ｆ075-864-8339 電03-5821-5907 Ｆ03-5821-5876

(989)

製造業

B02　OA機器

金井義和 (受任者) 茨城支社

〒141-0031 〒300-0052

9000001077 東京都品川区西五反田１丁目１４－８ 茨城県土浦市東真鍋町２－２９

電03-6371-2050 Ｆ03-6371-2205 電029-893-5361 Ｆ029-824-7115

(224)

日本空調サービス㈱
田中洋二 (受任者) 筑波支店水戸営業所

〒465-0042 〒310-0846

9000000613 愛知県名古屋市名東区照が丘２３９－２ 茨城県水戸市東野町１４７－１３

電052-773-2511 Ｆ052-778-4554 電029-306-7467 Ｆ029-306-7468

(955)

日本電技㈱
島田良介 (受任者) つくば支店

〒130-8556 〒305-0051

9000000165 東京都墨田区両国２丁目１０－１４ 茨城県つくば市二の宮１丁目２１－１０

電03-5624-1100 Ｆ03-5624-1109 電029-851-3166 Ｆ029-851-3181

(481)

日本無線㈱
小洗　健 (受任者) 関東支社

〒181-0002 〒181-0002

9000000490 東京都三鷹市牟礼６丁目２１－１１ 東京都三鷹市牟礼６丁目２１－１１

電0422-45-9183 Ｆ0422-46-3886 電0422-40-1222 Ｆ0422-40-1228

(994)

製造業

G03　電気設備機器

（特約店等：ダイキン工業　テラル　）

G02　通信関係機器 G04　視聴覚機器

（特約店等：パナソニックシステムソリューションズジャパン　ボッシュセキュリティシステムズ　ソニービジネスソリューショ
ン　エルモ社　）

G03　電気設備機器

（特約店等：ハスクバーナ・ゼノア　）

G03　電気設備機器 M02　弁・バルブ類

G03　電気設備機器 H05　計測機器

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器日本フィールド・エンジニアリング㈱

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器

（特約店等：ダイキン工業　日本バイリーン　晃栄化学工業　ニッタ　）

G03　電気設備機器

（特約店等：アズビル　）

G02　通信関係機器 H05　計測機器
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

G02　通信関係機器

藤井和夫 (受任者) 東京本部

〒540-0001 〒135-0064

9000000327 大阪府大阪市中央区城見２丁目１－６１ 東京都江東区青海１丁目１－２０

電06-6910-0131 Ｆ06-6910-0130 電03-5564-7053 Ｆ03-5564-7077

(12)

㈱パルックス
今藤信昭 (受任者) 水戸営業所

〒984-0016 〒311-4152

9000000307 宮城県仙台市若林区蒲町東１６－３ 茨城県水戸市河和田３丁目２５５２－３

電022-288-3381 Ｆ022-288-3387 電029-255-0511 Ｆ029-255-0366

(366)

東日本電信電話㈱ N99　その他

井上福造 (受任者) 千葉事業部　茨城支店

〒163-8019 〒310-8558

9000000522 東京都新宿区西新宿３丁目１９－２ 茨城県水戸市北見町８－８

電03-5359-5111 Ｆ03-5359-1221 電029-232-4372 Ｆ029-300-1591

(191)

㈱日立国際電気
佐久間嘉一郎 (受任者) 茨城営業所

〒105-8039 〒310-0805

9000000540 東京都港区西新橋２丁目１５－１２ 茨城県水戸市中央１丁目２－１５

電03-5510-5931 Ｆ03-3502-2502 電029-227-4568 Ｆ029-227-6648

(154)

製造業

㈱日立ビルシステム
光冨眞哉 (受任者) 関東支社

〒101-8941 〒277-0005

9000001453 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１ 千葉県柏市柏４丁目８－１

電03-3295-1211 Ｆ03-3253-3717 電04-7168-5187 Ｆ04-7168-5218

(163)

ヒビノスペーステック㈱ G01　家庭用電気機器

小林瑞夫

〒105-0022

9000000367 東京都港区海岸２丁目７－７０

電03-5419-1576 Ｆ03-5419-1577

(482)

㈱ＰＴＰ G04　視聴覚機器

籠屋　健

〒160-0022

9000001560 東京都新宿区新宿１丁目２３－１

電03-5465-1626 Ｆ03-5465-1628

(734)

製造業

藤井産業㈱ H05　計測機器

藤井昌一 (受任者) つくば支店

〒321-0905 〒300-0847

9000000779 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－３ 茨城県土浦市卸町２丁目８－８

電028-662-6060 Ｆ028-662-6063 電029-843-5533 Ｆ029-843-4027

(470)

富士通Ｊａｐａｎ㈱ B01　事務用品

広瀬敏男 (受任者) 関越支社

〒108-6207 〒330-9503

9000001105 東京都港区港南２丁目１５－３ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１－２０

電03-6712-3111 Ｆ03-6712-3595 電048-641-1747 Ｆ048-641-1750

(498)

G03　電気設備機器 G01　家庭用電気機器パナソニックＬＳエンジニアリング㈱

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

G02　通信関係機器 N01　OA機器

G02　通信関係機器

G03　電気設備機器 G99　その他

G04　視聴覚機器 G02　通信関係機器

G99　その他 G02　通信関係機器

G02　通信関係機器 G03　電気設備機器

（特約店等：古河電池　マスプロ電工　パナソニック　富士電機　富士電機機器制御　アイホン　ＤＸアンテナ　ＴＯＡ　パナソ
ニックインダストリアルマーケティング＆セールス　日本電気　）

G02　通信関係機器 B02　OA機器
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱富士通ゼネラル
斎藤悦郎 (受任者) 情報通信ネットワーク営業部

〒213-8502 〒213-8502

9000000492 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３－１７ 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３－１７

電044-866-1111 Ｆ044-861-7860 電044-861-7786 Ｆ044-861-7864

(140)

製造業

G03　電気設備機器

志真哲夫 (受任者) 関東支店

〒220-8711 〒330-0854

9000001259 神奈川県横浜市西区高島１丁目１－２ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１－２０

電045-752-9800 Ｆ045-228-5016 電048-648-6531 Ｆ048-648-6535

(626)

富士電機㈱
北澤通宏 (受任者) 東関東事務所

〒141-0032 〒260-0843

9000000369 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 千葉県千葉市中央区末広４丁目２０－１

電03-5435-7111 電043-266-7622

(432)

製造業

㈱松村電機製作所
松村秀一 (受任者) 東京支店

〒113-0031 〒110-0008

9000000194 東京都文京区根津２丁目１２－１ 東京都台東区池之端２丁目７－１７井門池之端ビル

電03-3821-6169 Ｆ03-5685-3144 電03-3821-6161 Ｆ03-3821-6186

(70)

製造業

丸茂電機㈱
丸茂正俊

〒101-0041

9000000198 東京都千代田区神田須田町１丁目２４

電03-3252-0322 Ｆ03-5256-9361

(221)

製造業

三菱電機㈱ B02　OA機器

杉山武史 (受任者) 社会システム第一部

〒100-8310 〒100-8310

9000000581 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 東京都千代田区丸の内２丁目７－３

電03-3218-2111 Ｆ03-3218-2347 電03-3218-1482 Ｆ03-3218-2893

(560)

製造業

三菱電機ビルテクノサービス㈱
林　美克 (受任者) 首都圏第一支社茨城支店

〒100-0006 〒305-0033

9000000097 東京都千代田区有楽町１丁目７－１ 茨城県つくば市東新井１５－４

電03-5810-5300 Ｆ03-5810-5501 電029-886-3061 Ｆ029-886-3065

(69)

畑辺　健 (受任者) 茨城第二営業所

〒110-0015 〒310-0021

9000001055 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 茨城県水戸市南町３丁目４－１２

電03-5827-6480 Ｆ03-5827-6310 電029-233-2606 Ｆ029-233-2608

(937)

製造業

三菱プレシジョン㈱
藤本聖二 (受任者)

〒135-0063 〒135-0063

9000000368 東京都江東区有明３丁目５－７ 東京都江東区有明３丁目５－７

電03-5531-8060 Ｆ03-5531-8142 電03-5531-8077 Ｆ03-5531-8142

(151)

製造業

G02　通信関係機器

G02　通信関係機器 B02　OA機器

（特約店等：富士通　）

富士通ネットワークソリューションズ㈱

G03　電気設備機器 H05　計測機器

G03　電気設備機器

G01　家庭用電気機器 G99　その他

G03　電気設備機器 G02　通信関係機器

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

G03　電気設備機器三菱電機プラントエンジニアリング㈱

G99　その他 H99　その他

営業本部社会・交通システム事業部駐車場システム営業部
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　　Ｇ　電気機器類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

三峰無線㈱ H05　計測機器

中島芳明 (受任者) つくば営業所

〒231-0062 〒305-0033

9000000163 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１ 茨城県つくば市東新井２－１

電045-225-8930 Ｆ045-225-8983 電029-893-2550 Ｆ029-893-2551

(397)

三友㈱ B02　OA機器

藤森基成 (受任者) 関東営業所勝田オフィス

〒150-0041 〒312-0005

9000000484 東京都渋谷区神南１丁目８－１３

電03-6408-1450 Ｆ03-3440-7755 電029-264-2486 Ｆ029-264-2963

(1001)

㈱ミライト
中山俊樹 (受任者) 茨城支店

〒135-8112 〒305-0065

9000001109 東京都江東区豊洲５丁目６－３６ 茨城県つくば市南中妻字宮久保３７８－１

電03-6807-3791 Ｆ03-5548-1076 電029-246-6770 Ｆ029-233-5030

(811)

㈱明電エンジニアリング
栗原克己 (受任者) 茨城営業所

〒141-8607 〒305-0033

9000001179 東京都品川区大崎３丁目７－９ 茨城県つくば市東新井３丁目４ＴＯＳビルⅣ

電03-3490-7216 Ｆ03-3490-7219 電029-852-1024 Ｆ029-852-1416

(354)

メタウォーター㈱ I99　その他

中村　靖 (受任者) 首都圏南部営業部

〒101-0041 〒101-0041

9000000536 東京都千代田区神田須田町１丁目２５ 東京都千代田区神田須田町１丁目２５

電03-6853-7338 Ｆ03-6853-8718 電03-6853-7338 Ｆ03-6853-8718

(311)

矢澤フェロマイト㈱ M02　弁・バルブ類

矢澤龍児

〒332-0012

9000001425 埼玉県川口市本町３丁目７－１

電048-224-3311 Ｆ048-224-3315

(542)

㈱ヤマダデンキ B02　OA機器

三嶋恒夫 (受任者) 水戸営業所

〒370-0841 〒310-0852

9000000866 群馬県高崎市栄町１－１ 茨城県水戸市笠原町２０９

電027-345-8857 Ｆ027-345-8825 電029-305-7753 Ｆ029-305-7758

(1111)

ヤマハサウンドシステム㈱
武田信次郎

〒103-0015

9000000101 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２

電03-5652-3600 Ｆ03-5652-3927

(188)

㈱リンク
近藤幸子 (受任者) 茨城営業所

〒321-0117 〒315-0121

9000000666 栃木県宇都宮市城南２丁目８－２３ 茨城県石岡市真家１８７６

電028-666-0084 Ｆ028-666-0083 電0299-46-7610 Ｆ028-666-0083

(143)

G02　通信関係機器 N99　その他

（特約店等：沖電気工業　スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ　）

G04　視聴覚機器 G01　家庭用電気機器

（特約店等：ソニービジネスソリューション　パナソニックシステムソリューションズジャパン　ＴＯＡ　エプソン販売　ＪＶＣ
ケンウッド・公共産業システム　ケイアイシー　共栄商事　）

G02　通信関係機器

茨城県ひたちなか市新光町３８ひたちなかテクノセンタービルＡ棟１０４－２

G03　電気設備機器

G03　電気設備機器 H05　計測機器

G03　電気設備機器 H02　理化学機器

（特約店等：荏原製作所　）

G01　家庭用電気機器 G02　通信関係機器

G04　視聴覚機器

（特約店等：ヤマハミュージックジャパン　）

G02　通信関係機器

（特約店等：ＪＶＣケンウッド　八重洲無線　）

73 / 131



　　Ｈ　精密機器

番 号
(受付番号)

㈱ＮＴジオテックス北関東
川上政美

〒310-0803

9000000399 茨城県水戸市城南３丁目３－３２

電029-302-8556 Ｆ029-231-2711

(758)

㈱カメラのスナオシ G04　視聴覚機器

砂押憲正

〒310-0011

9000000946 茨城県水戸市三の丸１丁目１－１５

電029-221-2365 Ｆ029-227-4704

(925)

㈱川又楽器店 H99　その他

亀田龍太郎

〒310-0026

9000000515 茨城県水戸市泉町２丁目３－４

電029-221-8608 Ｆ029-224-8500

(382)

㈱システムサポート
中山知輝

〒311-1136

9000000334 茨城県水戸市東前１丁目４２８

電029-212-5570 Ｆ029-212-5571

(938)

㈱ダイニチ商事
坂本仁史

〒310-0905

9000000626 茨城県水戸市石川３丁目４１４０－５

電029-252-4415 Ｆ029-251-0747

(1088)

㈱永江楽器水戸
宮﨑照男

〒310-0044

9000001207 茨城県水戸市西原１丁目１－９

電029-226-6540 Ｆ029-226-6541

(773)

㈱平山ピアノ社
平山桜子

〒310-0035

9000000972 茨城県水戸市東原２丁目６－５

電029-226-1238 Ｆ029-227-7625

(1013)

㈱水戸測機
澤田雅治

〒310-0843

9000000442 茨城県水戸市元石川町２３０５－５

電029-350-1240 Ｆ029-350-1241

(582)

㈱望月ミシン商会
望月清美

〒310-0026

9000000127 茨城県水戸市泉町３丁目７－３０

電029-225-3003 Ｆ029-225-3004

(99)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

H05　計測機器 B02　OA機器

H01　カメラ・写真材料 G01　家庭用電気機器

H03　楽器類 B06　学校用品

（特約店等：ヤマハミュージックジャパン　全音楽譜出版社　鈴木楽器販売　ノナカ　パール楽器製造　）

H05　計測機器

（特約店等：トプコン　）

H05　計測機器

（特約店等：ＡＮＥＯＳ　光進電気工業　）

H03　楽器類

（特約店等：ヤマハミュージックジャパン　ビュッフェ・クランポン・ジャパン　全音楽譜出版社　ノナカ　プリマ楽器　グロー
バル　）

H03　楽器類 H99　その他

（特約店等：スタインウェイ　ボストン　ベヒシュタイン　ホフマン　カワイ　）

H05　計測機器

H99　その他

（特約店等：蛇の目ミシン工業　ブラザー販売　ハッピージャパン　ベビーロック　ＪＵＫＩ販売　）
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　　Ｈ　精密機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

理工科学㈱ E02　工業薬品

佐久間亮

〒311-4153

9000000258 茨城県水戸市河和田町１１６４－１５

電029-255-2338 Ｆ029-255-2337

(407)

㈱アート科学 I01　工具・工作機械

佐藤栄作

〒319-1112

9000000764 茨城県那珂郡東海村村松３１３５－２０

電029-270-5501 Ｆ029-270-5515

(952)

㈱ウインズ・ユー C03　ギフト用品・百貨店

植田克治

〒300-1221

9000001018 茨城県牛久市牛久町３２７４－１９

電029-870-3663 Ｆ029-874-5052

(664)

山野井商事㈱
山野井浩

〒302-0004

9000001320 茨城県取手市取手２丁目１－１７－５０１

電0297-74-1426 Ｆ0297-74-1202

(1080)

アズサイエンス㈱ E04　医療器材

鈴木　孝 (受任者) 水戸営業所

〒399-8754 〒310-0913

9000001584 長野県松本市村井町西２丁目３－３５ 茨城県水戸市見川町２５３７－６３

電0263-58-0021 Ｆ0263-58-8786 電029-291-8601 Ｆ029-291-8602

(462)

㈱インフォマージュ B01　事務用品

井上雅晶 (受任者) 東海センター

〒104-0054 〒319-0018

9000001128 東京都中央区勝どき２丁目１８－１ 茨城県那珂郡東海村村松北２丁目８－３

電03-5546-0601 Ｆ03-5546-0610 電029-282-3165 Ｆ029-282-3155

(296)

応用地質㈱
成田　賢 (受任者) 茨城営業所

〒101-8486 〒305-0841

9000000199 東京都千代田区神田美土代町７ 茨城県つくば市御幸が丘４３

電03-5577-4501 Ｆ03-5577-4939 電029-851-6420 Ｆ029-851-6410

(166)

製造業

㈱カナデン G03　電気設備機器

本橋伸幸

〒104-6215

9000000551 東京都中央区晴海１丁目８－１２トリトンスクエアＺ棟

電03-6747-8800 Ｆ03-6747-8700

(958)

鎌長製衡㈱
鎌田長明 (受任者) 東京支店

〒761-0196 〒103-0027

9000000171 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 東京都中央区日本橋１丁目１４－７明治安田生命江戸橋ビル

電087-845-1111 Ｆ087-845-7442 電03-3243-2080 Ｆ03-3243-2081

(295)

製造業

H02　理化学機器 H05　計測機器

（特約店等：アズワン　東京硝子器械　トラスコ中山　オルガノ　）

H02　理化学機器 H05　計測機器

（特約店等：東亜ディーケーケー　フロン工業　メトラー・トレド　アズワン　）

H03　楽器類 C04　表彰用品

（特約店等：グローバル　ノナカ　ビュッフェ・クランポン　パール　プリマ楽器　アトリエサラ　）

H05　計測機器 E99　その他

（特約店等：明星電気　ＩＨＩアグリテック　）

H02　理化学機器 H05　計測機器

（特約店等：ライフテクノロジーズジャパン　サーモフィッシャーサイエンティフィック　パーキンエルマージャパン　テカン
ジャパン　日本ベクトン・ディッキンソン　ヤマト科学　アズワン　）

H01　カメラ・写真材料 B02　OA機器

H05　計測機器

H02　理化学機器 G02　通信関係機器

（特約店等：三菱電機　）

H05　計測機器 I99　その他
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　　Ｈ　精密機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱河合楽器製作所 Z99　その他

河合弘隆 (受任者) 水戸店

〒430-8665 〒310-0905

9000001163 静岡県浜松市中区寺島町２００ 茨城県水戸市石川１丁目４０４５－５

電053-457-1314 Ｆ053-457-1351 電029-252-2755 Ｆ029-252-2799

(513)

製造業

環境計測㈱ H99　その他

石川理積 (受任者) 北関東事業所

〒612-8419 〒371-0805

9000001175 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４ 群馬県前橋市南町３丁目２３－１０

電075-643-0341 Ｆ075-644-0645 電027-260-9127 Ｆ027-260-9128

(34)

㈱五藤光学研究所
五藤信隆

〒183-8530

9000000366 東京都府中市矢崎町４丁目１６

電042-362-5311 Ｆ042-402-0123

(310)

製造業

㈱三啓 E04　医療器材

中山大助

〒136-0075

9000001419 東京都江東区新砂１丁目６－３５

電03-5665-0511 Ｆ03-5683-6201

(724)

シチズンＴＩＣ㈱ G99　その他

吉牟田正行 (受任者) 東京支店

〒184-0013 〒184-0013

9000000535 東京都小金井市前原町５丁目６－１２ 東京都小金井市前原町５丁目６－１２

電042-386-2261 Ｆ042-386-2222 電042-386-2293 Ｆ042-386-2222

(571)

製造業

太陽計測㈱ I99　その他

弘田　朗 (受任者) つくば営業所

〒143-0023 〒305-0025

9000000301 東京都大田区山王１丁目２－６ 茨城県つくば市花室１００３－６ケーアイビル

電03-4426-5000 Ｆ03-4426-5115 電029-857-2452 Ｆ029-857-4629

(716)

㈱地域環境計画 B02　OA機器

髙塚　敏

〒154-0015

9000000784 東京都世田谷区桜新町２丁目２２－３ＮＤＳビル

電03-5450-3700 Ｆ03-5450-3701

(726)

㈱ニノテック G02　通信関係機器

樽川　啓 (受任者) いわき営業所

〒963-8577 〒970-1152

9000000556 福島県郡山市島２丁目４４－２ 福島県いわき市好間町中好間字田中４０

電024-935-1700 Ｆ024-935-1706 電0246-36-8680 Ｆ0246-36-8681

(81)

フジテコム㈱ L99　その他

森山慎一 (受任者) 東京支店

〒101-0025 〒101-0025

9000001209 東京都千代田区神田佐久間町２丁目２０ 東京都千代田区神田佐久間町２丁目２０

電03-3862-3196 Ｆ03-3866-1979 電03-3865-2960 Ｆ03-3865-2964

(715)

H03　楽器類 B05　スポーツ用品

H05　計測機器 N01　OA機器

（特約店等：ワイエスアイ・ナノテック　堀場製作所　）

H02　理化学機器

H02　理化学機器 H05　計測機器

（特約店等：ニコンソリューションズ　）

H04　時計・貴金属 H99　その他

H05　計測機器 H02　理化学機器

（特約店等：横河電機　）

H01　カメラ・写真材料 L99　その他

H02　理化学機器 H05　計測機器

（特約店等：オムロン　日本ドライケミカル　ＴＯＡ　ＩＤＥＣ　コガネイ　横河電機　沖電気工業　ＪＶＣケンウッド　）

H02　理化学機器 H05　計測機器
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　　Ｈ　精密機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

平成理研㈱
秋元和人 (受任者) 茨城営業所

〒321-0912 〒300-2706

9000000925 栃木県宇都宮市石井町２８５６－３ 茨城県常総市新石下３６１１

電028-660-1700 Ｆ028-660-1818 電0297-42-7300 Ｆ0297-42-7304

(547)

㈱松見科学計測
松見秀昭

〒101-0032

9000000504 東京都千代田区岩本町２丁目７－１１

電03-3866-9111 Ｆ03-3866-9294

(176)

㈱ヤマハミュージックリテイリング
押木正人 (受任者) 水戸店

〒108-8568 〒310-0852

9000000375 東京都港区高輪２丁目１７－１１ 茨城県水戸市笠原町１４４２－２５

電03-5488-6723 Ｆ03-5488-7004 電029-244-6661 Ｆ029-244-6861

(1008)

横河ソリューションサービス㈱
八橋弘昌 (受任者) 鹿島営業所

〒180-8750 〒314-0127

9000001208 東京都武蔵野市中町２丁目９－３２ 茨城県神栖市木崎２４０６－３９５

電0422-52-0439 Ｆ0422-52-6440 電0299-93-3791 Ｆ0299-93-3769

(177)

南　誠

〒101-0035

9000001436 東京都千代田区神田紺屋町２０－１

電03-5298-1788 Ｆ03-5298-1789

(220)

㈱リクチ漏水調査
天野　智

〒161-0032

9000001352 東京都新宿区中落合３丁目２１－２

電03-3954-9225 Ｆ03-3954-9158

(102)

H02　理化学機器 E02　工業薬品

（特約店等：東亜ディーケーケー　東ソー　日鉄鉱業　浅田化学工業　吉澤石灰工業　三雄化工　ＭＴアクアポリマー　）

H02　理化学機器 H05　計測機器

H03　楽器類 G04　視聴覚機器

H05　計測機器

H03　楽器類 H01　カメラ・写真材料

H99　その他 Z99　その他

Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ㈱
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

暁飯島工業㈱
植田俊二

〒310-0851

9000000053 茨城県水戸市千波町２７７０－５

電029-244-5111 Ｆ029-244-5127

(274)

㈱アビック G03　電気設備機器

秋山英樹

〒310-0055

9000001170 茨城県水戸市袴塚２丁目４－４６

電029-228-2331 Ｆ029-226-7250

(650)

ＡＬＳＯＫ茨城㈱
及川瑞穂

〒310-0852

9000000740 茨城県水戸市笠原町９７８－２９

電029-244-7555 Ｆ029-244-5995

(130)

㈱アルファ・ジャパン
園田　東

〒310-0841

9000001551 茨城県水戸市酒門町４３４３－３

電029-247-7270 Ｆ029-247-7187

(1095)

製造業

㈱イバジュウ
豊﨑一彦 (受任者) 水戸営業所

〒310-0845 〒310-0845

9000000119 茨城県水戸市吉沢町３５８－１ 茨城県水戸市吉沢町３５８－１

電029-304-3810 Ｆ029-304-3811 電029-304-3880 Ｆ029-304-3881

(523)

茨城建機㈱ G03　電気設備機器

根本忠康

〒310-0036

9000000208 茨城県水戸市新荘２丁目４－１

電029-224-0131 Ｆ029-225-7958

(810)

茨城小松フォークリフト㈱
豊﨑久也 (受任者) 水戸営業所

〒310-0853 〒310-0853

9000000390 茨城県水戸市平須町２３４－５ 茨城県水戸市平須町２３４－５

電029-241-0421 Ｆ029-243-1673 電029-241-7090 Ｆ029-305-0145

(269)

茨城消防㈱ D02　被服・縫製・帽子

松立　卓

〒310-0852

9000000207 茨城県水戸市笠原町１２２７－２

電029-244-1819 Ｆ029-244-1831

(124)

エース産業㈱
中川潤一

〒311-4141

9000000590 茨城県水戸市赤塚２丁目２１１－１９

電029-254-8887 Ｆ029-254-8886

(620)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

I99　その他 I02　厨房機器

I05　消防・防災用品 I99　その他

I05　消防・防災用品 N02　各種機器

I05　消防・防災用品

I03　建設土木機械

I01　工具・工作機械 I04　農業機器

（特約店等：エクセン　加藤製作所　クボタ建機ジャパン　光洋機械産業　酒井重工業　鶴見製作所　範多機械　ホーシン　北越
工業　ヤンマー建機　）

I03　建設土木機械 N03　車両

I05　消防・防災用品 G02　通信関係機器

（特約店等：初田製作所　イマジョー　帝商　秀和産業　武田商店　）

I05　消防・防災用品 I99　その他

（特約店等：日本ドライケミカル　齋田産業　）
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

栄興防災㈱ C02　はきもの類

沼田章仁

〒310-0844

9000000717 茨城県水戸市住吉町３２－２

電029-247-2255 Ｆ029-247-2259

(116)

㈲エバタ工機 I04　農業機器

江幡貞次

〒310-0843

9000001585 茨城県水戸市元石川町１９４－２

電029-247-1165 Ｆ029-247-1169

(1056)

㈲小川光陽堂
小川常夫

〒310-0053

9000000313 茨城県水戸市末広町３丁目８－１４

電029-221-8423 Ｆ029-221-9618

(461)

㈲カネミツ商会 G03　電気設備機器

小田真吾

〒310-0067

9000000639 茨城県水戸市根本２丁目７８７－３

電029-228-0003 Ｆ029-226-3850

(834)

㈱カマリ
小島寛之

〒310-0836

9000000091 茨城県水戸市元吉田町１２６７－４

電029-304-3333 Ｆ029-247-7766

(568)

㈲協立調理機
小島茂夫

〒311-4145

9000000428 茨城県水戸市双葉台５丁目７７３－７

電029-254-3246 Ｆ029-254-5754

(359)

コマツ茨城㈱
豊﨑一彦 (受任者) 水戸支店

〒310-0845 〒310-0845

9000000118 茨城県水戸市吉沢町３５８－１ 茨城県水戸市吉沢町３５８－１

電029-304-3810 Ｆ029-304-3811 電029-304-3820 Ｆ029-304-3821

(521)

サイワイ商事㈱ I99　その他

林　孝和

〒310-0846

9000000076 茨城県水戸市東野町５０２－１

電029-247-3754 Ｆ029-247-6101

(275)

三英物産㈱
石塚義章

〒311-4145

9000000063 茨城県水戸市双葉台４丁目５６９－３

電029-252-1248 Ｆ029-253-5960

(254)

I05　消防・防災用品 F01　看板・標識

（特約店等：重松製作所　船山　モリタ宮田工業　谷沢製作所　桜ホース　報商製作所　ナック・ケイ・エス　シバタ　ユニット
ミズノ　）

I01　工具・工作機械 I05　消防・防災用品

I99　その他 H01　カメラ・写真材料

I01　工具・工作機械 I04　農業機器

I04　農業機器

（特約店等：関東甲信クボタ　サタケ　）

I02　厨房機器

（特約店等：ラショナル・ジャパン　日本洗浄機　タニコー　ホシザキ北関東　エム・アイ・ケー　）

I03　建設土木機械

I02　厨房機器 B07　スチール家具

（特約店等：アイホー　マルゼン　日本調理機　アサヒ装設　桐山工業　三信化工　三浦工業　フジマック　コクヨ北関東販売
ナイキ　）

I02　厨房機器

（特約店等：中西製作所　）
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱三和防災設備工業
中山義雄

〒310-0903

9000000148 茨城県水戸市堀町１１１７－５

電029-252-7448 Ｆ029-255-1496

(105)

㈱シンプルジャパン H01　カメラ・写真材料

園田久也

〒310-0841

9000001677 茨城県水戸市酒門町４３４３－３

電029-246-9331 Ｆ029-247-7187

(1096)

㈱ジェイエスケイ N02　各種機器

佐藤平八郎

〒310-0004

9000000690 茨城県水戸市青柳町４６５８－１

電029-306-7181 Ｆ029-306-7182

(192)

常陽環整㈱ E02　工業薬品

久保田規子

〒310-0851

9000000018 茨城県水戸市千波町１８６

電029-241-3363 Ｆ029-243-1866

(846)

㈱タイショー
矢口重行

〒310-0836

9000001457 茨城県水戸市元吉田町１０２７

電029-247-5411 Ｆ029-248-2172

(998)

製造業

㈲竹村商事 B01　事務用品

野原　繁

〒310-0836

9000001316 茨城県水戸市元吉田町１８５１－５

電029-247-8021 Ｆ029-247-8048

(651)

㈲但野商店
但野友久

〒310-0025

9000000338 茨城県水戸市天王町１－４０

電029-231-3288 Ｆ029-225-5426

(1036)

第一熱学建設㈱ M02　弁・バルブ類

田山浩之

〒310-0851

9000000177 茨城県水戸市千波町２４９９－５

電029-243-1151 Ｆ029-241-7166

(973)

東邦厨房㈱ D02　被服・縫製・帽子

上崎明彦

〒310-0844

9000000034 茨城県水戸市住吉町２０４－６

電029-247-4613 Ｆ029-247-2705

(689)

I05　消防・防災用品 I99　その他

（特約店等：モリタ宮田工業　）

I05　消防・防災用品 C02　はきもの類

I05　消防・防災用品 E04　医療器材

（特約店等：アツミ電気　日本防犯システム　中越クリーンサービス　）

I99　その他 G03　電気設備機器

（特約店等：アクアプロダクト　三進ろ過工業　川本製作所　）

I03　建設土木機械 G03　電気設備機器

（特約店等：シャープ　パナソニック　）

I01　工具・工作機械 B07　スチール家具

I02　厨房機器 I99　その他

I99　その他 G03　電気設備機器

I02　厨房機器 C99　その他

（特約店等：アサヒ装設　エレクター　桐山工業　国際化工　三信化工　スギコ産業　タニコー　日本調理機　フクシマガリレイ
ホシザキ北関東　）
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

トキワ産業㈱ J04　特殊車両

奥村正好

〒310-0011

9000000152 茨城県水戸市三の丸３丁目７－１

電029-224-3324 Ｆ029-224-3360

(198)

㈲どうぐや I03　建設土木機械

小田良光

〒310-0853

9000000734 茨城県水戸市平須町２０５３－５

電029-241-5386 Ｆ029-241-5604

(1098)

日本防災㈱
酒見敏正

〒310-0803

9000000973 茨城県水戸市城南１丁目８－９

電029-300-0030 Ｆ029-224-0332

(1061)

㈱ＦＵＹＯＵ
宮川金吉

〒310-0836

9000001416 茨城県水戸市元吉田町１３２０－６

電029-239-5511 Ｆ029-239-5522

(1086)

水戸農業（協） L04　農業・園芸用品

井坂英嗣

〒311-4141

9000001480 茨城県水戸市赤塚２丁目２７

電029-254-9354 Ｆ029-254-9373

(1081)

水戸ホーチキ㈱
小山賀久

〒310-0852

9000000566 茨城県水戸市笠原町１７１１－１９

電029-305-5550 Ｆ029-305-5559

(690)

㈱ミトヨセサービス茨城
神長勝則

〒310-0836

9000001152 茨城県水戸市元吉田町１７７６－２５

電029-247-7956 Ｆ029-247-7957

(877)

㈱山新 B01　事務用品

山口暢子

〒310-0851

9000001504 茨城県水戸市千波町２２９２

電029-305-0002 Ｆ029-305-0022

(352)

㈱楽市
大澤信行

〒311-4152

9000001603 茨城県水戸市河和田２丁目２２３２－２７

電029-291-5520 Ｆ029-291-5521

(256)

I05　消防・防災用品 D02　被服・縫製・帽子

（特約店等：トーハツ　ジーエムいちはら工業　赤尾　芦森工業　ヤマハモーターパワープロダクツ　理研計器　重松製作所　ヤ
マトプロテック　モリタ宮田工業　リーガルコーポレーション　）

I01　工具・工作機械 L01　工事用資材

I05　消防・防災用品

（特約店等：能美防災　日本ドライケミカル　）

I05　消防・防災用品 N02　各種機器

I04　農業機器 E03　農業薬品

I05　消防・防災用品

（特約店等：ヤマトプロテック　マルヤマエクセル　）

I05　消防・防災用品

（特約店等：日本ドライケミカル　）

I01　工具・工作機械 C01　雑貨・金物

I05　消防・防災用品 Z02　食品
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈲ロビンス熱工業
田所　諭

〒311-4153

9000000143 茨城県水戸市河和田町３９１４

電029-252-7618 Ｆ029-252-7613

(723)

㈲アルファサービス
藤岡吉男

〒306-0617

9000001662 茨城県坂東市神田山９３５－１

電0297-20-8866 Ｆ0297-20-8867

(1009)

製造業

茨城アイホー調理機㈱
大場伝美

〒300-0835

9000000265 茨城県土浦市大岩田１３２９－５

電029-822-9811 Ｆ029-824-9901

(253)

茨城厨機㈱ B08　木製家具

原憲一郎

〒311-4303

9000000951 茨城県東茨城郡城里町石塚６１５－２５

電029-288-6126 Ｆ029-288-6776

(636)

㈱川又商会
川又忠志

〒319-0123

9000000751 茨城県小美玉市羽鳥２６８７

電0299-46-0523 Ｆ0299-46-0489

(1014)

北関東防災工業㈱ E04　医療器材

井坂佳則

〒316-0036

9000001355 茨城県日立市鮎川町１丁目２－１１

電0294-37-0927 Ｆ0294-37-2621

(965)

佐藤厨房㈱
佐藤恵介

〒312-0011

9000001579 茨城県ひたちなか市中根３３１５－３

電029-212-8451 Ｆ029-212-8452

(131)

㈱スズキアムテック
石澤嘉郎

〒319-3526

9000000451 茨城県久慈郡大子町大子６５１

電0295-72-0063 Ｆ0295-72-0630

(847)

㈲ツルタメンテナンス E02　工業薬品

鶴田隆徳

〒311-3122

9000001635 茨城県東茨城郡茨城町上石崎２８７８－３

電029-293-6239 Ｆ029-293-7420

(592)

I99　その他 E02　工業薬品

（特約店等：日本サーモエナー　三浦工業　）

I99　その他

I02　厨房機器

I02　厨房機器 B07　スチール家具

I04　農業機器 I01　工具・工作機械

（特約店等：関東甲信クボタ　マキタ　やまびこジャパン　丸山製作所　ＩＨＩシバウラ　東興産業　）

I05　消防・防災用品 J04　特殊車両

（特約店等：トーハツ　帝国繊維　帝商　モリタ宮田工業　ダイコープロダクト　興研　共生　日本ドライケミカル　ユニット
初田製作所　）

I02　厨房機器

（特約店等：日本調理機　）

I04　農業機器 I01　工具・工作機械

I99　その他 M99　その他

82 / 131



　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

トヨタエルアンドエフ茨城㈱ N03　車両

須田政男 (受任者) 水戸営業所

〒319-0102 〒311-3115

9000000776 茨城県小美玉市西郷地１４０３－１ 茨城県東茨城郡茨城町前田字東の原１６９７

電0299-51-1101 Ｆ0299-35-7101 電029-292-1323 Ｆ029-292-6550

(155)

㈱ナガツカ B06　学校用品

長塚孝之

〒306-0025

9000000618 茨城県古河市原町９－２９

電0280-22-2259 Ｆ0280-22-9373

(173)

日東調理機㈱
高橋義雄

〒312-0062

9000000624 茨城県ひたちなか市高場２丁目１８－１０

電029-285-4829 Ｆ029-285-3650

(210)

日立綜合防災㈱ G02　通信関係機器

瀬谷雄一 (受任者) 水戸営業所

〒319-1111 〒310-0836

9000000362 茨城県那珂郡東海村舟石川６４４－１４ 茨城県水戸市元吉田町９７１コンモート荒谷１０２号

電029-282-2811 Ｆ029-282-0984 電029-284-1260 Ｆ029-284-1261

(92)

㈱アイタック B02　OA機器

髙島敏直

〒101-0041

9000000031 東京都千代田区神田須田町１丁目１８

電03-3255-3988 Ｆ03-3255-3980

(467)

㈱アイホー
寺部良洋 (受任者) 東京支店

〒442-8580 〒176-0014

9000001099 愛知県豊川市白鳥町防入６０ 東京都練馬区豊玉南３丁目１１－３

電0533-88-5111 Ｆ0533-88-4510 電03-3994-1411 Ｆ03-3994-4936

(60)

製造業

石垣メンテナンス㈱ M99　その他

石垣　真 (受任者) 東京支店

〒100-0005 〒100-0005

9000001399 東京都千代田区丸の内１丁目６－５ 東京都千代田区丸の内１丁目６－５

電03-6848-7851 Ｆ03-6848-7905 電03-6848-7853 Ｆ03-6848-7905

(139)

市川甚商事㈱ D02　被服・縫製・帽子

市川　誠

〒600-8078

9000001533 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７

電075-351-0361 Ｆ075-361-5091

(463)

㈱エルコム B03　用紙類

塩見泰成

〒146-0083

9000000981 東京都大田区千鳥２丁目１０－１６

電03-5482-2141 Ｆ03-5482-2144

(1016)

I03　建設土木機械 B07　スチール家具

I05　消防・防災用品 B01　事務用品

（特約店等：オカムラ　光葉スチール　コトブキシーティング　）

I02　厨房機器

（特約店等：日本調理機　ホシザキ北関東　）

I05　消防・防災用品 G04　視聴覚機器

（特約店等：能美防災　ヤマトプロテック　）

I99　その他 N99　その他

（特約店等：芝浦自販機　ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ　ＢＯＳＴＥＣ　高見沢サイバネティックス　Fujitaka　マミ
ヤ・オーピー　）

I02　厨房機器

I99　その他 E02　工業薬品

I05　消防・防災用品 E05　衛生器材

I99　その他 N99　その他

（特約店等：ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ　芝浦自販機　）

83 / 131



　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

北沢産業㈱
北川正樹 (受任者) 水戸支店

〒150-0011 〒310-0812

9000000943 東京都渋谷区東２丁目２３－１０ 茨城県水戸市浜田１丁目８－２５

電03-5485-5111 Ｆ03-5485-5145 電029-224-6777 Ｆ029-224-6241

(1053)

極東開発工業㈱ J04　特殊車両

布原達也

〒663-8545

9000000668 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１－４５

電0798-66-1010 Ｆ0798-66-3432

(222)

製造業

極東サービス㈱
島田直弥

〒276-0022

9000000326 千葉県八千代市上高野１８２３－１

電047-482-1411 Ｆ047-485-1627

(9)

製造業

京葉ガスリキッド㈱ K04　LPガス類

塚原　真

〒274-0807

9000000810 千葉県船橋市咲が丘１丁目４－１７

電047-447-1500 Ｆ047-447-6360

(368)

新菱工業㈱
菅家誠司

〒101-0046

9000000372 東京都千代田区神田多町２丁目９－２

電03-5289-0009 Ｆ03-5289-0023

(144)

㈱シンワ
小又一史 (受任者) 茨城営業所

〒143-0002 〒312-0063

9000000753 東京都大田区城南島４丁目３－９ 茨城県ひたちなか市田彦１６５２－７

電03-3790-1211 Ｆ03-3799-5685 電029-276-2691 Ｆ029-276-2692

(55)

㈱水機テクノス H02　理化学機器

古川　徹

〒156-0054

9000000526 東京都世田谷区桜丘５丁目４８－１６

電03-3426-2600 Ｆ03-3426-2714

(215)

水道機工㈱
角川政信 (受任者) 東京支店

〒156-0054 〒156-0054

9000000080 東京都世田谷区桜丘５丁目４８－１６ 東京都世田谷区桜丘５丁目４８－１６

電03-3426-2131 Ｆ03-3427-3388 電03-3426-8111 Ｆ03-3426-8195

(551)

製造業

水ｉｎｇエンジニアリング㈱ G03　電気設備機器

池口　学 (受任者) 東関東営業所

〒108-0075 〒260-0015

9000000402 東京都港区港南１丁目７－１８ 千葉県千葉市中央区富士見２丁目１５－１１

電03-6830-9055 Ｆ03-5479-8592 電043-227-1350 Ｆ043-227-1360

(757)

I02　厨房機器

I99　その他 L02　設備資材

I99　その他

I02　厨房機器 K02　石油・ガス機器

I99　その他 E02　工業薬品

I99　その他

（特約店等：ＩＨＩ原動機　）

I99　その他 E02　工業薬品

（特約店等：水道機工　）

I99　その他 N99　その他

I99　その他 M99　その他
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

セコム㈱ E99　その他

尾関一郎

〒150-0001

9000000012 東京都渋谷区神宮前１丁目５－１

電03-5775-8475 Ｆ03-5775-8921

(526)

㈱セノン
小谷野宗靖 (受任者) 茨城支社

〒163-0416 〒305-0032

9000001261 東京都新宿区西新宿２丁目１－１ 茨城県つくば市竹園１丁目６－１つくば三井ビル１２Ｆ

電03-3348-7111 Ｆ03-3342-2015 電029-851-6221 Ｆ029-852-5481

(914)

タニコー㈱
谷口秀一 (受任者) 水戸営業所

〒142-0041 〒310-0844

9000000881 東京都品川区戸越１丁目７－２０ 茨城県水戸市住吉町１２５－１双葉ビル

電03-5498-7111 Ｆ03-5498-7927 電029-248-3038 Ｆ029-248-3039

(117)

製造業

東京ガスエネルギー㈱ K04　LPガス類

中村　恒 (受任者) 茨城支社

〒105-0011 〒310-0062

9000000578 東京都港区芝公園２丁目４－１ 茨城県水戸市大町３丁目４－１４プリシード水戸１０１

電03-6865-9100 Ｆ03-6865-9110 電029-282-1234 Ｆ029-284-0820

(56)

㈱東洋アクアテック
緒方哲也

〒252-0216

9000001511 神奈川県相模原市中央区清新８丁目９－１７

電042-758-5580 Ｆ042-758-5544

(962)

製造業

東和防災工業㈱
長竹晃平 (受任者) 水戸支店

〒160-0023 〒310-0844

9000000524 東京都新宿区西新宿６丁目２４－１ 茨城県水戸市住吉町２０４－３

電03-3345-5270 Ｆ03-3345-5290 電029-304-1150 Ｆ029-304-1160

(908)

㈱中西製作所
中西一真 (受任者) 東関東支店

〒544-0015 〒260-0032

9000001091 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４－１４ 千葉県千葉市中央区登戸３丁目１９－９

電06-6791-1111 Ｆ06-6793-5151 電043-203-0771 Ｆ043-203-0773

(735)

製造業

ニッタン㈱
沖　昌徳 (受任者) 水戸支店

〒151-8535 〒310-0836

9000000850 東京都渋谷区笹塚１丁目５４－５ 茨城県水戸市元吉田町８６０－１

電03-5333-8602 Ｆ03-5333-8636 電029-304-1119 Ｆ029-304-0330

(133)

㈱日本サーモエナー
泉　雅彦 (受任者) 水戸営業所

〒108-0071 〒310-0326

9000001647 東京都港区白金台3丁目２－１０ 茨城県水戸市千波町７２７－１

電03-6408-8251 Ｆ03-6408-8278 電029-244-5720 Ｆ029-244-6656

(753)

製造業

I99　その他 I05　消防・防災用品

I05　消防・防災用品 N02　各種機器

I02　厨房機器 I99　その他

I02　厨房機器 K02　石油・ガス機器

I05　消防・防災用品

I05　消防・防災用品

（特約店等：初田製作所　日本ドライケミカル　）

I02　厨房機器 C01　雑貨・金物

I99　その他 I05　消防・防災用品

I99　その他 E02　工業薬品
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

日本調理機㈱
齋藤有史 (受任者) 茨城営業所

〒144-8513 〒310-0911

9000000752 東京都大田区東六郷３丁目１５－８ 茨城県水戸市見和１丁目３００－７１

電03-3738-8259 Ｆ03-3734-3150 電029-255-0120 Ｆ029-255-3071

(506)

製造業

能美防災㈱
伊藤龍典 (受任者) 茨城支社

〒102-8277 〒310-0845

9000000570 東京都千代田区九段南４丁目７－３ 茨城県水戸市吉沢町３０７－１

電03-3265-0211 Ｆ03-3265-2610 電029-239-5280 Ｆ029-239-5281

(318)

製造業

パナソニック産機システムズ㈱
稲継哲章 (受任者) 首都圏支店

〒131-0045 〒131-0045

9000001586 東京都墨田区押上１丁目１－２ 東京都墨田区押上１丁目１－２

電03-6364-3434 Ｆ03-6364-3439 電03-6364-8888 Ｆ03-4574-6338

(24)

製造業

㈱日立プラントサービス E02　工業薬品

岡野邦彦 (受任者) 茨城支店

〒170-6034 〒310-0026

9000000854 東京都豊島区東池袋３丁目１－１ 茨城県水戸市泉町２丁目２－２７

電03-6386-3001 Ｆ03-6386-3053 電029-226-5758 Ｆ029-225-4342

(679)

㈱日立プラントメカニクス
中尾　剛 (受任者) 関東支店

〒744-0002 〒170-6039

9000000567 山口県下松市大字東豊井７９４ 東京都豊島区東池袋３丁目１－１

電0833-41-3080 Ｆ0833-41-3091 電03-5956-1301 Ｆ03-5956-1303

(798)

製造業

日之出水道機器㈱ M02　弁・バルブ類

浅井　武 (受任者) 茨城営業所

〒812-8636 〒310-0803

9000000892 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８－１８ 茨城県水戸市城南１丁目４－７第５プリンスビル２Ｆ

電092-476-0777 Ｆ092-476-0682 電029-233-2281 Ｆ029-233-2270

(257)

製造業

㈱福島製作所
百田昭洋 (受任者) 東京営業所

〒960-8054 〒143-0016

9000001598 福島県福島市三河北町９－８０ 東京都大田区大森北１丁目５－１

電024-534-3146 Ｆ024-533-8318 電03-5767-6540 Ｆ03-5767-6550

(213)

製造業

富士防災警備㈱
鶴賀孝宏 (受任者) 茨城事業部

〒162-0832 〒310-0913

9000001633 東京都新宿区岩戸町９ 茨城県水戸市見川町２１３１－９６６

電03-3267-3731 Ｆ03-3267-4647 電029-244-7031 Ｆ029-244-7032

(572)

㈱フジマック
熊谷光治 (受任者) 水戸営業所

〒106-0047 〒310-0035

9000001675 東京都港区南麻布１丁目７－２３ 茨城県水戸市東原２丁目５－２１第一水戸ビル１Ｆ

電029-227-0868 Ｆ029-225-6302 電029-227-0868 Ｆ029-225-6302

(1089)

I02　厨房機器

I05　消防・防災用品

I99　その他

I99　その他 G03　電気設備機器

I99　その他

I05　消防・防災用品 M01　管・鉄蓋類

I99　その他

I05　消防・防災用品 N02　各種機器

I02　厨房機器
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

船山㈱ D02　被服・縫製・帽子

秋山政信 (受任者) 東京本店

〒940-8577 〒104-0052

9000000879 新潟県長岡市稲保４丁目７１３－２ 東京都中央区月島２丁目２０－１５

電0258-25-2780 Ｆ0258-25-2805 電03-3532-3601 Ｆ03-3532-1119

(1045)

ホーチキ㈱
山形明夫

〒141-8660

9000000289 東京都品川区上大崎２丁目１０－４３

電03-3444-4111 Ｆ03-3444-6090

(21)

製造業

ホシザキ北関東㈱ C01　雑貨・金物

遠藤　厚

〒331-0812

9000000702 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目３６

電048-660-2311 Ｆ048-654-0555

(430)

星野総合商事㈱
星野晃一郎

〒334-0076

9000000003 埼玉県川口市本蓮１丁目１－９

電048-283-3911 Ｆ048-282-1999

(1049)

前澤工業㈱
松原　正 (受任者) 北関東支店

〒332-8556 〒332-8556

9000000426 埼玉県川口市仲町５－１１ 埼玉県川口市仲町５－１１

電048-251-5511 Ｆ048-251-9375 電048-254-2300 Ｆ048-254-2320

(564)

製造業

㈱マルゼン
渡辺恵一 (受任者) 水戸営業所

〒110-0003 〒310-0836

9000000962 東京都台東区根岸２丁目１９－１８ 茨城県水戸市元吉田町１５７２－８

電03-5603-7111 Ｆ03-5603-7738 電029-246-3411 Ｆ029-246-3370

(1107)

製造業

明和工業㈱ N99　その他

関根聡史 (受任者) 千葉営業所

〒950-1348 〒271-0077

9000000489 新潟県新潟市西蒲区打越１３５－１ 千葉県松戸市根本２－１２ミヤザワビル９Ｆ

電025-375-1000 Ｆ025-375-1001 電047-711-9961 Ｆ047-711-9962

(561)

製造業

㈱モリタテクノス
中川　茂 (受任者) 東日本営業部

〒669-1339 〒274-0081

9000001371 兵庫県三田市テクノパーク３２ 千葉県船橋市小野田町１５３０

電079-568-7171 Ｆ079-568-7172 電047-457-2191 Ｆ047-457-1250

(61)

㈱ヤマト
町田　豊 (受任者) 茨城営業所

〒371-0844 〒310-0805

9000000250 群馬県前橋市古市町１１８ 茨城県水戸市中央１丁目８－１１

電027-290-1800 Ｆ027-290-1896 電029-212-3015 Ｆ029-212-3016

(87)

I05　消防・防災用品 D01　寝具類

I05　消防・防災用品 G02　通信関係機器

I02　厨房機器 Z02　食品

I05　消防・防災用品

I99　その他 M02　弁・バルブ類

I02　厨房機器

I05　消防・防災用品 M99　その他

I05　消防・防災用品 J05　自動車修理

I99　その他
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　　Ｉ　産業・防災機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

ロジスネクスト東京㈱ N03　車両

草場　浩

〒143-0006

9000001642 東京都大田区平和島６丁目１－１

電03-3767-3381 Ｆ03-3767-3385

(713)

ワールドウォーターバッグ㈱
中村俊夫

〒546-0003

9000001058 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目６－２３

電06-6713-7465 Ｆ06-6713-7615

(329)

製造業

I05　消防・防災用品

I03　建設土木機械 J05　自動車修理
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

㈲飛鳥マリーナ G99　その他

岩松清二

〒311-1112

9000000408 茨城県水戸市川又町１４４７

電029-269-3077 Ｆ029-269-3013

(25)

㈱有川自動車工業 Z01　リサイクル

有川賢司

〒310-0841

9000000131 茨城県水戸市酒門町４４８４－２２

電029-247-5137 Ｆ029-247-5672

(728)

安東タイヤ・サービス
安東捷二

〒310-0836

9000000409 茨城県水戸市元吉田町１６９６－２

電029-248-2111 Ｆ029-248-2110

(404)

㈲アンビシャス J01　自動車

小松﨑康良

〒310-0843

9000000643 茨城県水戸市元石川町２５２３－５８

電029-247-5543 Ｆ029-303-6779

(694)

㈲井坂自動車
井坂俊之

〒310-0012

9000000290 茨城県水戸市城東２丁目１－３８

電029-231-1792 Ｆ029-231-1760

(519)

泉自動車工業㈱
関　晴之

〒310-0853

9000000715 茨城県水戸市平須町南山２－７８

電029-241-5151 Ｆ029-243-0153

(667)

茨城いすゞ自動車㈱ J02　車両部品・用品

豊﨑　繁 (受任者) 水戸営業所

〒310-0063 〒311-3122

9000000187 茨城県水戸市五軒町１丁目２－５ 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎４６７７－１

電029-225-1215 Ｆ029-227-1096 電029-293-7855 Ｆ029-293-8853

(409)

茨城ダイハツ販売㈱
惣内　茂 (受任者) 法人営業部

〒310-0852 〒319-0102

9000000378 茨城県水戸市笠原町１４７５－１ 茨城県小美玉市西郷地１５２０

電029-243-1091 Ｆ029-243-7179 電0299-48-2106 Ｆ0299-48-2128

(408)

茨城トヨタ自動車㈱ J05　自動車修理

幡谷史朗

〒310-0026

9000000226 茨城県水戸市泉町２丁目３－２４

電029-241-1511 Ｆ029-241-9492

(193)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

J99　その他 I99　その他

（特約店等：ヤマハ発動機　）

J05　自動車修理 J01　自動車

J02　車両部品・用品

（特約店等：ブリヂストンタイヤソリューションジャパン　）

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

（特約店等：カークエスト　トリム　ユーパーツ　）

J05　自動車修理

J05　自動車修理

（特約店等：東邦車輌　加藤製作所　富士車輌販売　新明和工業　）

J01　自動車 J05　自動車修理

（特約店等：いすゞ自動車　）

J01　自動車 J05　自動車修理

J01　自動車 J04　特殊車両

（特約店等：トヨタ自動車　）
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

茨城トヨペット㈱ N03　車両

幡谷定俊 (受任者) 法人営業部

〒310-0851 〒310-0851

9000000361 茨城県水戸市千波町２０２８－１ 茨城県水戸市千波町２０２８－１

電029-241-1111 Ｆ029-241-2257 電029-244-9207 Ｆ029-241-2257

(377)

茨城日産自動車㈱ J05　自動車修理

加藤敏彦 (受任者) 法人営業部

〒310-0851 〒310-0851

9000000637 茨城県水戸市千波町１９４９－１ 茨城県水戸市千波町１９４９－１

電029-241-4123 Ｆ029-241-2312 電029-241-2319 Ｆ029-241-3572

(475)

茨城三菱自動車販売㈱ J05　自動車修理

木村英明

〒310-0851

9000000821 茨城県水戸市千波町海道付１９８２

電029-241-1201 Ｆ029-241-8691

(729)

㈲岡村タイヤ商会
岡村耕一

〒310-0011

9000000393 茨城県水戸市三の丸３丁目４－２７

電029-221-4300 Ｆ029-231-0347

(418)

小倉自動車整備工場
小倉征一郎

〒310-0803

9000000593 茨城県水戸市城南２丁目７－２４

電029-224-9811 Ｆ029-224-9813

(898)

ＯＺ　ＦＡＣＴＯＲＹ
大図幸男

〒319-0311

9000001669 茨城県水戸市牛伏町１０６－３

電029-259-9713 Ｆ029-259-9090

(1057)

㈱カーショップ神谷大洗 Z01　リサイクル

神谷政男

〒311-1121

9000000400 茨城県水戸市島田町２６０８－１

電029-266-1643 Ｆ029-267-2873

(764)

カーライフサービス大内
大内　薫

〒310-0003

9000000762 茨城県水戸市柳河町２３６－４

電029-300-3325 Ｆ029-300-3985

(464)

㈱鹿島自動車商会
丁子幸哉

〒310-0851

9000000098 茨城県水戸市千波町２６０２－４

電029-243-3311 Ｆ029-241-5354

(737)

J01　自動車 J05　自動車修理

（特約店等：トヨタ自動車　）

J01　自動車 J04　特殊車両

（特約店等：日産自動車　）

J01　自動車 J02　車両部品・用品

（特約店等：三菱自動車工業　）

J02　車両部品・用品

（特約店等：ブリヂストンタイヤソリューションジャパン　）

J05　自動車修理 J04　特殊車両

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

J04　特殊車両 J05　自動車修理

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

J02　車両部品・用品

（特約店等：トヨタモビリティパーツ　日産部品茨城販売　京都機械工具　日本マイクロフィルター工業　）
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

柏電機㈱
柏　弘明

〒310-0063

9000000677 茨城県水戸市五軒町１丁目５－４０

電029-221-4851 Ｆ029-221-4822

(383)

製造業

㈲金沢自動車
金澤弘明

〒311-1111

9000000965 茨城県水戸市小泉町５７６－３

電029-269-2627 Ｆ029-269-2636

(1091)

菊池自動車商会
菊池武彦

〒319-0315

9000000427 茨城県水戸市内原町１４０２

電029-259-5653 Ｆ029-259-6180

(700)

菊池モーター㈲
菊池良彦

〒310-0836

9000001130 茨城県水戸市元吉田町１３９２－２

電029-247-5739 Ｆ029-247-7874

(453)

㈱北関東マツダ J05　自動車修理

菊谷幸生

〒310-0851

9000000173 茨城県水戸市千波町２７７０－７４

電029-241-1141 Ｆ029-241-0997

(36)

㈲倉川自動車整備工場
倉川　勝

〒310-0012

9000000401 茨城県水戸市城東１丁目３－１５

電029-221-4220 Ｆ029-221-4524

(770)

㈲くらもち輪業
倉持幸男

〒310-0911

9000000853 茨城県水戸市見和２丁目２５１－１６

電029-253-5221 Ｆ029-253-5211

(904)

鯉渕自動車整備工場
生頭重男

〒319-0323

9000000794 茨城県水戸市鯉淵町５５０９

電029-259-2678 Ｆ029-259-2788

(951)

笹沼自動車整備工場
笹沼直文

〒310-0853

9000000062 茨城県水戸市平須町１２７７－６

電029-243-6200 Ｆ029-350-2587

(972)

J05　自動車修理

J05　自動車修理

J05　自動車修理

J05　自動車修理

J01　自動車 J02　車両部品・用品

（特約店等：マツダ　）

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

J03　自転車・オートバイ

（特約店等：ホンダモーターサイクルジャパン　第一自動車　スズキ二輪　パナソニックサイクルテック　ブリヂストンサイクル
ミヤタサイクル　丸石サイクル　）

J05　自動車修理

J05　自動車修理
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱新興自動車整備工場
唐笠勝之

〒310-0815

9000000509 茨城県水戸市本町３丁目２１－９

電029-221-2904 Ｆ029-227-2238

(583)

㈱スズキ自販茨城 J05　自動車修理

齊藤　隆

〒310-0853

9000000971 茨城県水戸市平須町１８８０－１

電029-305-3511 Ｆ029-305-3513

(909)

タイヤショップ冨田
冨田義久

〒311-4151

9000000857 茨城県水戸市姫子１丁目８１６－５

電029-251-3605 Ｆ029-251-3605

(455)

田口商事㈱
田口幸司

〒310-0812

9000000159 茨城県水戸市浜田１丁目１０－５７

電029-226-5258 Ｆ029-222-6451

(449)

㈲田中モータース J01　自動車

田中　肇

〒319-0323

9000000611 茨城県水戸市鯉淵町１７００

電029-259-2856 Ｆ029-259-9820

(444)

製造業

飛田自動車修理工場
飛田　肇

〒310-0902

9000001156 茨城県水戸市渡里町３９６６－１

電029-221-6831 Ｆ029-221-6857

(586)

トヨタカローラ新茨城㈱ J05　自動車修理

佐藤　衛 (受任者) 水戸千波店

〒310-0005 〒310-0851

9000001538 茨城県水戸市水府町１５２２－１ 茨城県水戸市千波町２２９４－２

電029-231-3351 Ｆ029-225-8240 電029-241-1911 Ｆ029-244-6523

(791)

日産プリンス茨城販売㈱ N03　車両

加藤敏彦 (受任者) 水戸千波本店

〒310-0851 〒310-0851

9000000579 茨城県水戸市千波町２３３３ 茨城県水戸市千波町２３３３

電029-241-1104 Ｆ029-244-2885 電029-241-1102 Ｆ029-241-2362

(558)

藤枝自動車工業㈱
藤枝三枝子

〒310-0851

9000000172 茨城県水戸市千波町中山１８３７－１

電029-241-1371 Ｆ029-243-8198

(278)

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

J01　自動車 N03　車両

J02　車両部品・用品 J05　自動車修理

（特約店等：ダンロップタイヤ関東　）

J02　車両部品・用品 K01　石油・潤滑油類

（特約店等：双日エネルギー　）

J05　自動車修理 J02　車両部品・用品

J05　自動車修理

J01　自動車 J02　車両部品・用品

J01　自動車 J02　車両部品・用品

（特約店等：日産自動車　）

J05　自動車修理
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

宮崎石油店 K04　LPガス類

須藤美雄

〒319-0315

9000000085 茨城県水戸市内原町１４３２

電029-259-2957 Ｆ029-259-2819

(941)

㈲谷津自動車工業 J05　自動車修理

谷津克彦

〒319-0312

9000000113 茨城県水戸市大足町９８５－１

電029-259-2752 Ｆ029-259-5498

(619)

横塚ファミリーモーター
横塚忠利

〒311-4153

9000000483 茨城県水戸市河和田町４３８４－２５

電029-251-2777 Ｆ029-255-1154

(840)

ロクタ自動車㈱
録田幸裕

〒319-0304

9000000703 茨城県水戸市有賀町２１５０－３

電029-257-5353 Ｆ029-257-5355

(445)

茨城特殊車輌㈱ Z99　その他

檜垣隆一

〒319-1102

9000000622 茨城県那珂郡東海村石神内宿２４７８－９

電029-282-1438 Ｆ029-283-2143

(531)

茨城日野自動車㈱ J02　車両部品・用品

幡谷浩史 (受任者) 茨城支店

〒311-3116 〒311-3116

9000000737 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭３５２４－２ 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭３５２４－２

電029-292-8201 Ｆ029-292-8218 電029-292-8210 Ｆ029-292-9356

(500)

㈲茨城ポンプ Z01　リサイクル

木下浩子

〒303-0041

9000000300 茨城県常総市豊岡町丙２１９－５

電0297-27-3121 Ｆ0297-27-3646

(577)

㈲カミス総合防災 I05　消防・防災用品

奥水元治

〒314-0112

9000000214 茨城県神栖市知手中央９丁目５－２

電0299-97-0251 Ｆ0299-97-0250

(201)

小池㈱
小池裕之

〒306-0024

9000000431 茨城県古河市幸町１－４５

電0280-32-5322 Ｆ0280-32-0755

(174)

製造業

J02　車両部品・用品 K01　石油・潤滑油類

J01　自動車 J04　特殊車両

（特約店等：スズキ自販茨城　日産プリンス茨城販売　）

J05　自動車修理

J05　自動車修理

J04　特殊車両 J99　その他

（特約店等：新明和工業　）

J01　自動車 J05　自動車修理

（特約店等：日野自動車　）

J04　特殊車両 J05　自動車修理

（特約店等：東邦車輌　極東開発工業　新明和工業　マルマテクニカ　）

J04　特殊車両 G02　通信関係機器

（特約店等：日本機械工業　小池　八重洲無線　共成　赤城工業　帝商　モリタ宮田工業　初田製作所　ひゃくまさ　足立織物
）

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

（特約店等：シバウラ防災製作所　桜ホース　イマジョー　初田製作所　）
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

助川車体工業㈱
助川和成

〒311-0117

9000001287 茨城県那珂市豊喰３３－１

電029-295-7227 Ｆ029-295-7231

(1078)

㈲鈴機 D99　その他

鈴木直人

〒315-0014

9000000449 茨城県石岡市国府５丁目２－２５

電0299-22-3010 Ｆ0299-22-5846

(979)

㈲ナバル自動車 K01　石油・潤滑油類

南波留孝一

〒311-3107

9000000365 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１５４

電029-292-0067 Ｆ029-292-2026

(108)

㈱綿引自動車 J05　自動車修理

綿引二實夫

〒311-4303

9000000272 茨城県東茨城郡城里町石塚２３０３－２

電029-288-2214 Ｆ029-288-2314

(59)

製造業

ジーエムいちはら工業㈱
光野幸子

〒322-0046

9000000777 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７

電0289-64-1511 Ｆ0289-64-1514

(74)

製造業

㈱第一テクノ G02　通信関係機器

向井善彦 (受任者) 茨城営業所

〒140-0013 〒305-0033

9000000619 東京都品川区南大井６丁目１３－１０ 茨城県つくば市東新井８－１０

電03-5762-8008 Ｆ03-5762-8013 電029-861-8611 Ｆ029-861-8575

(960)

帝国繊維㈱ E04　医療器材

白岩　強

〒103-6115

9000000476 東京都中央区日本橋２丁目５－１

電03-3281-3036 Ｆ03-3274-6397

(480)

製造業

㈱トリプルグッド I04　農業機器

鈴木　健

〒299-0102

9000001558 千葉県市原市青柳７３５－２１

電0436-79-6667 Ｆ043-332-7808

(789)

㈱ナカムラ消防化学 D02　被服・縫製・帽子

中村康祐 (受任者) 東京営業所

〒856-0042 〒124-0002

9000000067 長崎県大村市平町１９３３ 東京都葛飾区西亀有２丁目３６－１

電0957-52-1617 Ｆ0957-52-1623 電03-5680-6823 Ｆ03-5680-6665

(340)

製造業

J05　自動車修理

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

（特約店等：モリタ　帝国繊維　シバウラ防災製作所　イマジョー　ドレーゲルジャパン　タバタ　小倉クラッチ　関東梯子　Ｆ
Ｓ・ＪＡＰＡＮ　アルファ・クリエイト　）

J05　自動車修理 J04　特殊車両

（特約店等：モリタエコノス　日本車輌製造　富士車輌　）

J01　自動車 J02　車両部品・用品

J04　特殊車両

J04　特殊車両 G03　電気設備機器

（特約店等：クボタ　新明和工業　川崎重工業　京セラ　）

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

J01　自動車 I03　建設土木機械

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

長野ポンプ㈱
長野幸浩 (受任者) 東京営業所

〒920-0841 〒101-0021

9000000089 石川県金沢市浅野本町口１４５ 東京都千代田区外神田５丁目５－１１小西ビル１Ｆ

電076-252-4336 Ｆ076-252-4335 電03-5812-4021 Ｆ03-5812-4022

(262)

製造業

日本ドライケミカル㈱
遠山榮一 (受任者) 車輌営業部

〒114-0014 〒114-0014

9000000374 東京都北区田端６丁目１－１ 東京都北区田端６丁目１－１

電03-5815-5050 Ｆ03-3822-9770 電03-5815-5024 Ｆ03-3822-9770

(390)

製造業

日本機械工業㈱
古田良夫 (受任者) 本社営業部

〒192-0041 〒192-0041

9000000759 東京都八王子市中野上町２丁目31-１ 東京都八王子市中野上町２丁目３１－１

電042-622-7281 Ｆ042-622-7448 電042-622-8899 Ｆ042-622-7284

(717)

製造業

㈱ネイチャー
山本　努

〒321-0102

9000000936 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５－１

電028-659-0555 Ｆ028-659-7070

(867)

製造業

㈱林田製作所
林田廣一

〒337-0044

9000000534 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田５６－１

電048-683-2250 Ｆ048-684-6292

(822)

製造業

平和機械㈱
小野寛利

〒460-0022

9000000320 愛知県名古屋市中区金山２丁目１－５

電052-332-1221 Ｆ052-332-2151

(363)

㈱ベルリング E04　医療器材

飯野　塁

〒222-0033

9000001135 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目24－８こだまファンタジアビル６Ｆ

電03-6807-4467 Ｆ050-3852-5687

(554)

㈱ホンダ四輪販売北関東
瀧田　稔 (受任者) 茨城法人課

〒320-0857 〒311-3155

9000001606 栃木県宇都宮市鶴田３丁目１３－１０ 茨城県東茨城郡茨城町下土師字高山２０００－１３

電028-649-1177 Ｆ028-649-1188 電029-353-8856 Ｆ029-292-8238

(312)

三菱ふそうトラック・バス㈱ J02　車両部品・用品

ハートムット・シック (受任者) 北関東ふそう水戸支店

〒211-8522 〒310-0851

9000000823 神奈川県川崎市中原区大倉町１０ 茨城県水戸市千波町字海道付１９４７

電044-330-7700 Ｆ044-330-5815 電029-241-1231 Ｆ029-241-2132

(1063)

製造業

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

（特約店等：日本ドライケミカル　赤尾　芦森工業　重松製作所　トーハツ　）

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

J04　特殊車両

J04　特殊車両

J04　特殊車両

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

（特約店等：吉谷機械製作所　）

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品

J01　自動車 J04　特殊車両

J01　自動車 J05　自動車修理
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱明電舎 H05　計測機器

三井田健 (受任者) 東関東支店

〒141-6029 〒262-0033

9000000875 東京都品川区大崎２丁目１－１ 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目２－２４

電03-6420-8506 Ｆ03-3490-9493 電043-273-6125 Ｆ043-273-6128

(242)

製造業

㈱モリタ J99　その他

尾形和美 (受任者) 東京支店

〒669-1339 〒108-0014

9000000230 兵庫県三田市テクノパーク１－５ 東京都港区芝５丁目３６－７三田ベルジュビル１９Ｆ

電079-568-7865 Ｆ079-568-7953 電03-6400-3482 Ｆ03-6400-4551

(821)

製造業

㈱モリタエコノス J05　自動車修理

玉置敏之 (受任者) 千葉支店

〒669-1339 〒261-0002

9000000414 兵庫県三田市テクノパーク２８ 千葉県千葉市美浜区新港２２２－１３

電079-568-1711 Ｆ079-568-7709 電043-243-2737 Ｆ043-241-7575

(297)

製造業

J04　特殊車両 J02　車両部品・用品

J04　特殊車両 G03　電気設備機器

J04　特殊車両 I05　消防・防災用品
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　　K　燃料類

番 号
(受付番号)

㈲赤岩燃料店 K04　LPガス類

赤岩賢二

〒310-0012

9000000899 茨城県水戸市城東５丁目６－４６

電029-221-5650 Ｆ029-221-5747

(520)

㈱茨城ゼネラル石油 J02　車両部品・用品

武藤邦彦

〒310-0851

9000000825 茨城県水戸市千波町２７７０－１６

電029-241-6711 Ｆ029-241-6713

(631)

茨城米油販売㈱
館野洋一郎

〒310-0826

9000000531 茨城県水戸市渋井町字前ほつく９５

電029-224-3208 Ｆ029-224-3236

(682)

㈲江幡石油店 K04　LPガス類

江幡正義

〒319-0323

9000000452 茨城県水戸市鯉淵町２９７７

電029-259-2238 Ｆ029-259-6619

(763)

㈱荻原石油店
荻原英一

〒310-0835

9000000005 茨城県水戸市元台町１５２２

電029-247-5004 Ｆ029-248-4470

(19)

㈲川又
川又信也

〒319-0312

9000000293 茨城県水戸市大足町７２８－２

電029-259-2563 Ｆ029-259-2563

(517)

カンプロ㈱
秋葉良孝

〒310-0845

9000000606 茨城県水戸市吉沢町５６７

電029-247-1100 Ｆ029-247-1118

(1037)

㈲ガスショップシマダ K02　石油・ガス機器

島田　実

〒310-0055

9000000488 茨城県水戸市袴塚１丁目８－３

電029-221-7860 Ｆ029-221-7837

(1059)

㈲笹島商店 K02　石油・ガス機器

湊　節子

〒310-0817

9000000932 茨城県水戸市柳町１丁目４－８

電029-221-3788 Ｆ029-224-9135

(1104)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：リンナイ　ノーリツ　コロナ　パロマ　ダイニチ工業　出光興産　ミツウロコヴェッセル　）

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　）

K01　石油・潤滑油類

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　）

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：吉田石油　ミツウロコヴェッセル　）

K01　石油・潤滑油類 K04　LPガス類

K01　石油・潤滑油類 K04　LPガス類

（特約店等：ミツウロコヴェッセル　常陽シェル石油販売　）

K04　LPガス類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：ＥＮＥＯＳグローブ　）

K04　LPガス類 K01　石油・潤滑油類

（特約店等：ミライフ　）

K04　LPガス類 K01　石油・潤滑油類
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　　K　燃料類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

荘司燃料㈱ K04　LPガス類

荘司博志

〒310-0852

9000000404 茨城県水戸市笠原町２１４

電029-241-7214 Ｆ029-241-7794

(643)

常陽シェル石油販売㈱
浅野定明

〒311-4153

9000000024 茨城県水戸市河和田町３８９１－５０５

電029-252-5381 Ｆ029-253-0655

(111)

髙橋商事㈱ K02　石油・ガス機器

髙橋正光

〒311-1115

9000000602 茨城県水戸市大串町９５２－４

電029-269-3066 Ｆ029-269-4130

(393)

辻武商事㈱
小口隆康

〒310-0053

9000000416 茨城県水戸市末広町２丁目４－２４

電029-226-0141 Ｆ029-226-0142

(836)

東部燃焼㈱ I02　厨房機器

岡田　晃

〒311-4142

9000001031 茨城県水戸市東赤塚４３１５－１

電029-309-7701 Ｆ029-254-7717

(514)

㈲根本商事 K02　石油・ガス機器

根本　勉

〒319-0315

9000000497 茨城県水戸市内原町８４０－２

電029-259-2054 Ｆ029-259-2194

(703)

日立工油㈱ M02　弁・バルブ類

横須賀秀雄

〒311-4146

9000000684 茨城県水戸市中丸町２１９－２

電029-252-3625 Ｆ029-251-9937

(417)

日の丸石油㈱
平戸　進

〒311-4141

9000000225 茨城県水戸市赤塚１丁目２０６４－１１

電029-252-7655 Ｆ029-254-6115

(792)

㈱フカヤ
郡司　宏

〒311-4163

9000000683 茨城県水戸市加倉井町６９３－３

電029-251-5109 Ｆ029-251-5914

(1031)

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

K01　石油・潤滑油類

（特約店等：出光興産　）

K01　石油・潤滑油類 K04　LPガス類

（特約店等：ダイヤ昭石　）

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

K02　石油・ガス機器 G01　家庭用電気機器

K04　LPガス類 K01　石油・潤滑油類

（特約店等：ミトレン　）

K01　石油・潤滑油類 I01　工具・工作機械

（特約店等：三愛石油　）

K01　石油・潤滑油類

K01　石油・潤滑油類 K04　LPガス類

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　）
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　　K　燃料類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱水戸高圧ガスセンター E01　医薬品

森川味直

〒310-0852

9000000088 茨城県水戸市笠原町１４６５

電029-241-1218 Ｆ029-243-3397

(1097)

㈱ミトレン K04　LPガス類

立原孝夫

〒310-0802

9000000786 茨城県水戸市柵町１丁目１－２５

電029-224-3530 Ｆ029-224-3633

(882)

吉川商店
吉川一成

〒311-1124

9000000267 茨城県水戸市森戸町５１５

電029-269-2012 Ｆ029-269-2012

(556)

㈱吉田石油 N03　車両

吉田光太郎

〒310-0852

9000000638 茨城県水戸市笠原町１５０２

電029-243-8211 Ｆ029-243-8244

(101)

ＪＡ茨城エネルギー㈱
藤田一雄

〒311-3155

9000000465 茨城県稲敷市茨城町大字下土師字高山１９５０－１

電029-297-3800 Ｆ029-292-8479

(203)

関彰商事㈱ B01　事務用品

関　正樹 (受任者) 総合エネルギーソリューション本部第１事業部関東第３支店

〒308-8512 〒310-0852

9000000772 茨城県筑西市一本松１７５５－２ 茨城県水戸市笠原町１５１４－３

電0296-24-3121 Ｆ0296-25-6330 電029-353-6511 Ｆ029-353-6573

(604)

大陽日酸東関東㈱
土山大輔 (受任者) 水戸営業所

〒316-0035 〒312-0034

9000000500 茨城県日立市国分町３丁目１－１７ 茨城県ひたちなか市堀口８３２－２

電0294-36-0811 Ｆ0294-38-6101 電029-272-1324 Ｆ029-272-1327

(738)

製造業

アサヒガス㈱
末廣元成 (受任者) 茨城支店水戸営業所

〒132-0025 〒311-4206

9000000105 東京都江戸川区松江７丁目１５－４ 茨城県水戸市飯富町３３４５

電03-5607-5011 Ｆ03-5607-5013 電029-229-7924 Ｆ029-229-7928

(308)

東部液化石油㈱ I02　厨房機器

齋藤　潔 (受任者) 水戸支店

〒103-0015 〒310-0015

9000000296 東京都中央区日本橋箱崎町７－１ 茨城県水戸市宮町２丁目８－１４

電03-3661-4729 Ｆ03-3639-3609 電029-224-9749 Ｆ029-224-5730

(272)

K03　高圧ガス類 I01　工具・工作機械

（特約店等：日東工機　マツモト産業　イバデン　岩谷産業　東京高圧山崎　トラスコ中山　小池酸素工業　）

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：エネアーク関東　）

K02　石油・ガス機器 K04　LPガス類

（特約店等：橋本産業　ミトレン　）

K01　石油・潤滑油類 J05　自動車修理

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　）

K01　石油・潤滑油類 K04　LPガス類

K01　石油・潤滑油類 B02　OA機器

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　ＥＮＥＯＳグローブ　）

K03　高圧ガス類

K04　LPガス類

K04　LPガス類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：ＥＮＥＯＳグローブ　ジャパンガスエナジー　矢崎エナジーシステム　ノーリツ　リンナイ　パロマ　）
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　　K　燃料類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

東部瓦斯㈱
穴水一行 (受任者) 茨城支社

〒103-0015 〒310-0015

9000000652 東京都中央区日本橋箱崎町７－１ 茨城県水戸市宮町２丁目８－１４

電03-3662-4611 Ｆ03-3662-4627 電029-231-2241 Ｆ029-231-4710

(949)

製造業

㈱巴商会 E02　工業薬品

深尾定男 (受任者) 東海営業所

〒144-8505 〒319-1111

9000000571 東京都大田区蒲田本町１丁目２－５ 茨城県那珂郡東海村舟石川９１９－１

電03-3734-1111 Ｆ03-3739-1070 電029-282-0275 Ｆ029-282-1886

(947)

日本エア・リキード（同）
(受任者) 東日本支店（東関東）

〒108-0023 〒300-4247

9000000985 東京都港区芝浦３丁目４－１グランパークタワー 茨城県つくば市和台２８

電050-3142-3120 Ｆ050-3142-3121 電050-3142-3130 Ｆ050-3142-3131

(900)

製造業

橋本産業㈱ K04　LPガス類

橋本庸輔 (受任者) 水戸営業所

〒110-8509 〒310-0852

9000000157 東京都台東区上野１丁目１５－５ 茨城県水戸市笠原町１４７６－１

電03-5688-6311 Ｆ03-5688-6301 電029-243-6111 Ｆ029-243-6196

(276)

堀川産業㈱ K02　石油・ガス機器

堀川雅治 (受任者) エネクル水戸

〒340-0014 〒312-0033

9000001412 埼玉県草加市住吉１丁目１３－１０ 茨城県ひたちなか市市毛８２３－３

電048-925-8991 Ｆ048-924-9072 電029-202-5560 Ｆ029-274-6070

(671)

松村石油㈱
松村誠一郎 (受任者) 関東支店水戸営業所

〒530-0047 〒310-0803

9000000811 大阪府大阪市北区西天満２丁目８－５ 茨城県水戸市城南１丁目１－６サザン水戸ビル７Ｆ

電06-6361-7773 Ｆ06-6365-8943 電029-225-1661 Ｆ029-221-9331

(1026)

製造業

㈱ミツウロコヴェッセル K01　石油・潤滑油類

坂西　学 (受任者) 東関東支店

〒104-0031 〒263-0005

9000001520 東京都中央区京橋３丁目１－１ 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３５－９

電03-3275-6360 Ｆ03-3275-6354 電043-259-6102 Ｆ043-250-9779

(1113)

K02　石油・ガス機器 I99　その他

K03　高圧ガス類 I05　消防・防災用品

K03　高圧ガス類 E01　医薬品

K01　石油・潤滑油類 K02　石油・ガス機器

（特約店等：ＥＮＥＯＳ　パロマ　コロナ　）

ヴィルジニー・キャヴァリ

K04　LPガス類 K02　石油・ガス機器

K04　LPガス類 K01　石油・潤滑油類

（特約店等：アストモスエネルギー　コスモ石油　三菱商事石油　パロマ　ノーリツ　リンナイ　パーパス　サンポット　ＬＩＸ
ＩＬ　）

K01　石油・潤滑油類

（特約店等：コスモ石油ルブリカンツ　）
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

㈱アコオ I05　消防・防災用品

宇都宮浩

〒311-4164

9000000299 茨城県水戸市谷津町細田１－１２

電029-251-3016 Ｆ029-252-7164

(999)

安藏　敏雄
安藏敏雄

〒311-4141

9000001526 茨城県水戸市赤塚２丁目２０４６ー５

電029-252-1740 Ｆ029-252-1740

(505)

茨城道路㈱ L99　その他

杉浦　敦

〒311-4155

9000001016 茨城県水戸市飯島町１２８８－１

電029-255-2530 Ｆ029-255-2360

(1076)

㈱植正園
猪瀬清次

〒310-0033

9000001381 茨城県水戸市常磐町１丁目１－４０

電029-224-8766 Ｆ029-232-0165

(96)

大樹商事㈱ L04　農業・園芸用品

石島行康

〒310-0003

9000000747 茨城県水戸市柳河町１５０－１

電029-228-1652 Ｆ029-224-8788

(677)

㈱大部政吉商店
大部富士子

〒310-0802

9000001493 茨城県水戸市柵町２丁目３－１５

電029-226-3535 Ｆ029-231-3133

(853)

小河原セメント工業㈱ M01　管・鉄蓋類

小河原隆次

〒310-0852

9000000156 茨城県水戸市笠原町１７８３－１

電029-292-2618 Ｆ029-292-5548

(119)

製造業

金子金物㈱ E99　その他

金子　達

〒310-0852

9000000934 茨城県水戸市笠原町６４４－１

電029-243-4131 Ｆ029-243-4106

(106)

㈱鴨志田造園建設
鴨志田茂

〒310-0004

9000001401 茨城県水戸市青柳町３８１４－２

電029-225-6052 Ｆ029-224-7073

(442)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

L01　工事用資材 F01　看板・標識

L99　その他

L01　工事用資材 L02　設備資材

（特約店等：吾妻商会　日鉄建材　アトミクス　）

L99　その他

L01　工事用資材 L02　設備資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材 L02　設備資材

L02　設備資材 L01　工事用資材

L99　その他 N99　その他
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

関東商工㈱
河野秀幸 (受任者) 営業部

〒310-0062 〒310-0062

9000000697 茨城県水戸市大町１丁目２－１５ 茨城県水戸市大町１丁目２－１５

電029-221-4010 Ｆ029-221-4004 電029-221-4010 Ｆ029-221-4004

(370)

製造業

㈲久保田アルミ工業
久保田洋平

〒319-0315

9000000806 茨城県水戸市内原町１８３０

電029-259-2141 Ｆ029-259-5325

(642)

㈱雲井工務店
雲井万貴子

〒311-1111

9000001012 茨城県水戸市小泉町２６７－１

電029-269-4497 Ｆ029-269-4492

(93)

㈱建友 M01　管・鉄蓋類

浅野　勇

〒310-0845

9000000597 茨城県水戸市吉沢町３３３－４

電029-247-8405 Ｆ029-248-0155

(812)

興和緑地建設㈱
平根成浩

〒310-0804

9000001396 茨城県水戸市白梅１丁目３－２３

電029-225-6187 Ｆ029-224-0203

(395)

㈱小澤造園
小澤絹代

〒310-0041

9000001382 茨城県水戸市上水戸１丁目４－３８

電029-224-7733 Ｆ029-226-7227

(685)

㈱小林造園
工藤幹子

〒310-0914

9000001619 茨城県水戸市小吹町２０５４－２

電029-241-7587 Ｆ029-241-7697

(457)

サンコー塗料㈱
三次敏郎

〒310-0852

9000000941 茨城県水戸市笠原町１４１９

電029-243-0043 Ｆ029-243-0042

(1012)

太洋商事㈱ E03　農業薬品

平出一成

〒310-0905

9000000658 茨城県水戸市石川２丁目４１０７－５

電029-251-3939 Ｆ029-251-3941

(1032)

製造業

L01　工事用資材

L99　その他

L01　工事用資材

L01　工事用資材 L02　設備資材

L99　その他

L99　その他

L99　その他

L99　その他 E02　工業薬品

（特約店等：大塚刷毛製造　エスケー化研　）

L04　農業・園芸用品 L99　その他
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

田口建設工業㈱
田口恵一郎

〒310-0803

9000000160 茨城県水戸市城南３丁目１２－６

電029-221-9047 Ｆ029-227-5238

(450)

㈱タナカ築庭
田中資康

〒310-0905

9000001392 茨城県水戸市石川２丁目４０７４－８

電029-253-4128 Ｆ029-257-3775

(121)

常磐造園㈱
庄司憲生

〒310-0841

9000001456 茨城県水戸市酒門町３２１８－１

電029-248-0081 Ｆ029-246-2388

(405)

㈱日本造園
時沢義明

〒311-1133

9000001389 茨城県水戸市栗崎町１４４７－１

電029-239-3380 Ｆ029-239-3390

(806)

㈱花の店サトー
佐藤慶喜

〒310-0036

9000000487 茨城県水戸市新荘２丁目９－３４

電029-221-3884 Ｆ029-221-3889

(780)

平和建設㈱
長谷川紀子

〒310-0825

9000000047 茨城県水戸市谷田町６６０

電029-225-3711 Ｆ029-226-3308

(543)

水戸市造園建設業協同組合
時沢義明

〒310-0827

9000001546 茨城県水戸市吉沼町９６５

電029-303-5391 Ｆ029-303-5392

(271)

荒友商事㈱
荒川高信 (受任者) 水戸営業所

〒319-1221 〒310-0841

9000001317 茨城県日立市大みか町４丁目１３－２０ 茨城県水戸市酒門町２００３

電0294-52-5661 Ｆ0294-53-5042 電029-248-2181 Ｆ029-248-2149

(1093)

㈱いばらき中央アスコン
坪山康二

〒311-3157

9000001407 茨城県東茨城郡茨城町小幡字板橋９３０

電029-292-0219 Ｆ029-292-7699

(156)

製造業

L01　工事用資材

L99　その他

L99　その他

L99　その他

L99　その他 N99　その他

L01　工事用資材

L99　その他

L99　その他

L01　工事用資材
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

木村砕石㈱
木村孝幸

〒311-4314

9000000044 茨城県東茨城郡城里町下古内２３１３－３

電029-288-5761 Ｆ029-288-5793

(915)

製造業

㈱白土商事
白土勤弥

〒319-2223

9000001636 茨城県常陸大宮市三美１１７５－１

電0295-52-5666 Ｆ0295-53-7602

(598)

製造業

㈱武井工業所
武井　厚

〒315-0018

9000000621 茨城県石岡市若松１丁目３－２６

電0299-24-5200 Ｆ0299-24-5222

(980)

製造業

㈲田中建材工業
田中俊彦

〒309-1637

9000000513 茨城県笠間市片庭１３５０－１

電0296-72-2261 Ｆ0296-72-3920

(465)

㈱フルヤ建商
古矢　満

〒300-2805

9000001229 茨城県常総市中妻町５７９－３

電0297-22-2855 Ｆ0297-23-5360

(175)

製造業

丸太建設㈱
松浦敦士

〒300-0421

9000001120 茨城県稲敷郡美浦村木原１８８４－８

電029-885-3805 Ｆ029-885-3902

(400)

㈱美浦クリーン
石井淳嗣

〒300-0427

9000001632 茨城県稲敷郡美浦村布佐１７３２

電029-885-6271 Ｆ029-885-6210

(544)

製造業

八幡砕石工業㈱
今田英夫

〒319-0202

9000000842 茨城県笠間市下郷２２７８

電0299-45-7201 Ｆ0299-45-7209

(255)

製造業

㈲よこすか建設
横須賀健一

〒312-0042

9000001006 茨城県ひたちなか市東大島４丁目１３－１１

電029-272-5075 Ｆ029-274-6122

(104)

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材
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　　L　資材類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

映光産業㈱ H05　計測機器

保科清美

〒170-0013

9000000937 東京都豊島区東池袋１丁目３３－８

電03-5992-2411 Ｆ03-5992-3300

(1101)

㈱オーリス
青木栄久

〒321-0111

9000000140 栃木県宇都宮市川田町１５２０－５

電028-638-2525 Ｆ028-639-2166

(820)

製造業

岡本興業㈱
岡本繁美 (受任者) 茨城事業部笠間工場

〒005-0021 〒309-1637

9000000632 北海道札幌市南区真駒内本町１丁目１－１ 茨城県笠間市片庭字由良沢２５０５－１

電011-841-1437 Ｆ011-812-8223 電0296-72-0815 Ｆ0296-72-6874

(252)

製造業

山王㈱
深水弘一 (受任者) 関東営業所

〒861-8043 〒360-0843

9000001090 熊本県熊本市東区戸島西５丁目５－５７ 埼玉県熊谷市三ヶ尻３０７２

電096-214-6850 Ｆ096-214-6860 電048-594-9146 Ｆ048-594-9147

(926)

製造業

シンレキ工業㈱
田中正晴 (受任者) 茨城事業所

〒144-0052 〒311-3116

9000000689 東京都大田区蒲田５丁目３８－１ 茨城県東茨城郡茨城町長岡４２８５

電03-3736-0561 Ｆ03-3736-0532 電029-292-1201 Ｆ029-292-8074

(879)

製造業

東亜道路工業㈱
森下協一 (受任者) 土浦工場

〒106-0032 〒315-0051

9000000876 東京都港区六本木７丁目３－７ 茨城県かすみがうら市新治１８２６－３

電03-3405-1811 Ｆ03-3405-9800 電0299-59-2550 Ｆ0299-59-3467

(649)

製造業

㈲日本一安い罠の店
三重野丈一

〒879-5512

9000001557 大分県由布市挾間町来鉢２９９６－２

電097-583-6767 Ｆ097-583-6969

(672)

パスキン工業㈱ L02　設備資材

佐藤　靖 (受任者) 茨城営業所

〒320-0071 〒306-0405

9000001187 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 茨城県猿島郡境町大字塚崎７７２－１０

電028-665-1201 Ｆ028-665-5880 電0280-81-2071 Ｆ0280-81-2072

(574)

製造業

墨東化成工業㈱
老田　勝 (受任者) 群馬支店

〒130-0025 〒373-0071

9000000474 東京都墨田区千歳１丁目８－１４ 群馬県太田市原宿町２９００

電03-3635-1111 Ｆ03-3635-1119 電0276-37-7211 Ｆ0276-37-7210

(71)

L99　その他 G03　電気設備機器

L01　工事用資材 K01　石油・潤滑油類

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L01　工事用資材

L99　その他

L01　工事用資材 N01　OA機器

L01　工事用資材

105 / 131



　　L　資材類

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

前田製管㈱
前田直之 (受任者) 茨城支店

〒998-8611 〒310-0853

9000001056 山形県酒田市上本町６－７ 茨城県水戸市平須町１８２８－２２３

電0234-23-5111 Ｆ0234-24-7002 電029-305-3371 Ｆ029-350-2163

(653)

製造業

㈱ワイエム技研 Z99　その他

依田浩司

〒101-0047

9000001661 東京都千代田区内神田２丁目６－８

電03-3254-7701 Ｆ03-3254-7740

(993)

L01　工事用資材

L01　工事用資材 M01　管・鉄蓋類
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　　M　上下水道資材

番 号
(受付番号)

丸八管材㈱ M03　メーター類

加藤文浩

〒310-0067

9000000834 茨城県水戸市根本１丁目２８８－６

電029-224-2450 Ｆ029-224-2445

(590)

水戸市管工事業（協） M03　メーター類

石田賢司

〒311-1125

9000000742 茨城県水戸市大場町９９７

電029-269-5461 Ｆ029-269-5465

(705)

中川ヒューム管工業㈱
中川喜久治 (受任者) 土浦営業所

〒300-0051 〒300-0051

9000001315 茨城県土浦市真鍋１丁目１６－１１ 茨城県土浦市真鍋１丁目１６－１１

電029-821-3611 Ｆ029-821-3620 電029-823-5113 Ｆ029-824-7035

(504)

製造業

愛知時計電機㈱ G03　電気設備機器

星加俊之 (受任者) 東京支店

〒456-8691 〒163-6018

9000000459 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２－７０ 東京都新宿区西新宿６丁目８－１新宿オークタワー１８Ｆ

電052-661-5151 Ｆ052-661-9315 電03-5323-5351 Ｆ03-5323-0271

(322)

製造業

アズビル金門㈱
上西正泰 (受任者) さいたま営業所

〒170-0004 〒338-0004

9000000048 東京都豊島区北大塚１丁目１４－３ 埼玉県さいたま市中央区本町西４丁目１８－１

電03-5980-3730 Ｆ03-5980-3750 電048-762-7069 Ｆ048-762-7221

(291)

製造業

柏原計器工業㈱
三浦直人 (受任者) 千葉営業所

〒582-0001 〒272-0121

9000000204 大阪府柏原市本郷５丁目３－２８ 千葉県市川市末広１丁目２－１０

電072-973-0601 Ｆ072-973-0610 電047-398-0228 Ｆ047-398-0258

(704)

製造業

コスモ工機㈱
加藤正明 (受任者) 東京支店

〒105-0003 〒105-0003

9000001045 東京都港区西新橋３丁目９－５ 東京都港区西新橋３丁目９－５

電03-3435-8805 Ｆ03-3435-8825 電03-3435-8810 Ｆ03-3435-8830

(1010)

製造業

大成機工㈱ M99　その他

鈴木　仁 (受任者) 東京支店

〒530-0001 〒103-0027

9000000980 大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３－２７００ 東京都中央区日本橋１丁目２－５

電06-6344-7771 Ｆ06-6344-7941 電03-5201-7771 Ｆ03-5201-7700

(783)

製造業

第一環境㈱ A02　軽印刷

岡地雄一

〒107-0052

9000000200 東京都港区赤坂２丁目２－１２

電03-6277-7920 Ｆ03-6277-7924

(399)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

（特約店等：前澤化成工業　積水化学工業　キッツ　タブチ　ＴＯＴＯ　）

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

M01　管・鉄蓋類 L01　工事用資材

M03　メーター類 H05　計測機器

M03　メーター類

M03　メーター類

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

M03　メーター類 H05　計測機器
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　　M　上下水道資材

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

太三機工㈱ L02　設備資材

島田敏邦 (受任者) 水戸営業所

〒104-0061 〒310-0845

9000000154 東京都中央区銀座１丁目１９－１５ 茨城県水戸市吉沢町３５２－１４

電03-3561-8761 Ｆ03-3561-8774 電029-247-3363 Ｆ029-247-8258

(454)

㈱ダイモン
吉本信晴

〒747-0044

9000000052 山口県防府市佐波１丁目６－１０

電0835-22-0271 Ｆ0835-21-9839

(294)

製造業

月島テクノメンテサービス㈱ G03　電気設備機器

伊藤道夫 (受任者) 千葉支店

〒135-0031 〒260-0045

9000000261 東京都江東区佐賀１丁目３－７ 千葉県千葉市中央区弁天１丁目１５－３

電03-5245-7150 Ｆ03-5245-7155 電043-215-7831 Ｆ043-253-6061

(963)

㈱トーケミ I99　その他

細谷一彦 (受任者) 東部支店

〒532-0021 〒110-0016

9000000679 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２－１１ 東京都台東区台東１丁目１９－２

電06-6301-3141 Ｆ06-6308-6228 電03-5817-2025 Ｆ03-5817-2033

(214)

製造業

東洋計器㈱
土田泰秀 (受任者) 北関東支店

〒390-1298 〒331-0812

9000000863 長野県松本市和田３９６７－１０ 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目２－２０

電0263-48-1121 Ｆ0263-48-1130 電048-613-1031 Ｆ048-613-1308

(570)

製造業

㈱トミス
戸簾俊久

〒151-0053

9000000142 東京都渋谷区代々木２丁目１５－５

電03-3370-6107 Ｆ03-3370-7686

(357)

製造業

長島鋳物㈱ L01　工事用資材

長島博高

〒332-0022

9000000196 埼玉県川口市仲町２－１９

電0480-58-2211 Ｆ0480-58-2218

(1030)

製造業

㈱ニッコク
御法川法男 (受任者) 東京支店

〒106-0032 〒106-0032

9000000970 東京都港区六本木６丁目１７－１ 東京都港区六本木６丁目１７－１

電03-5410-0129 Ｆ03-5412-8837 電03-5410-0129 Ｆ03-5412-8837

(658)

製造業

㈱日邦バルブ
菅原　博 (受任者) 北関東営業所

〒399-8750 〒327-0844

9000000114 長野県松本市大字笹賀３０４６ 栃木県佐野市富岡町1422エイコー吉川ビル１階

電0263-58-2705 Ｆ0263-85-1090 電0283-22-7547 Ｆ0283-20-1069

(654)

製造業

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

（特約店等：日本鋳鉄管　アロン化成　東日本セキスイ商事　竹村製作所　前澤工業　清水合金製作所　三井金属エンジニアリン
グ　明和工業　前澤給装工業　前澤化成工業　）

M01　管・鉄蓋類

M99　その他 I99　その他

（特約店等：月島機械　）

M99　その他 E02　工業薬品

M03　メーター類

M01　管・鉄蓋類

M01　管・鉄蓋類 I05　消防・防災用品

M03　メーター類

M02　弁・バルブ類 M03　メーター類
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　　M　上下水道資材

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

日本鋳鉄管㈱
日下修一

〒104-0045

9000001607 東京都中央区築地１丁目１２－２２

電03-3546-7671 Ｆ03-3546-7691

(335)

製造業

㈱阪神計器製作所
松田健仁 (受任者) 関東支店

〒660-0884 〒108-0014

9000000065 兵庫県尼崎市神田中通４丁目１６３ 東京都港区芝４丁目６－１４

電06-6411-2590 Ｆ0798-64-1104 電03-5419-7481 Ｆ03-5419-7482

(44)

製造業

冨士機材㈱ M99　その他

千賀信宏 (受任者) 茨城支店

〒102-8373 〒310-0812

9000000774 東京都千代田区一番町１２ 茨城県水戸市浜田２丁目１５－６

電03-3556-4500 Ｆ03-3556-4501 電029-226-3255 Ｆ029-226-3756

(675)

冨美通信興業㈱ B07　スチール家具

鬼澤光一郎 (受任者) 水戸営業所

〒104-0028 〒310-0012

9000000712 東京都中央区八重洲２丁目７－１２ 茨城県水戸市城東３丁目２－２

電03-3242-2111 Ｆ03-3242-2140 電029-302-2323 Ｆ029-233-2811

(606)

前澤給装工業㈱
山本晴紀 (受任者) 茨城営業所

〒152-8510 〒300-0825

9000000659 東京都目黒区鷹番２丁目１４－４ 茨城県土浦市霞ヶ岡町２－２３

電03-3716-1511 Ｆ03-3716-1770 電029-824-7581 Ｆ029-824-7585

(557)

製造業

三国水材㈱ M99　その他

三富俊之

〒338-0004

9000000189 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目４－２２

電048-852-7782 Ｆ048-855-4764

(138)

㈱森田鉄工所
森田昌明 (受任者) 東京営業支店

〒340-0121 〒101-0032

9000000137 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００－３３ 東京都千代田区岩本町１丁目８－１５

電0480-48-0891 Ｆ0480-48-0137 電03-5820-3090 Ｆ03-5820-3081

(216)

製造業

M01　管・鉄蓋類 M99　その他

M03　メーター類

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

（特約店等：クボタ　前澤工業　クボタケミックス　コスモ工機　大成機工　）

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

M03　メーター類 M02　弁・バルブ類

M01　管・鉄蓋類 M02　弁・バルブ類

M02　弁・バルブ類
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

㈱アイ・アメニティ
村中英樹

〒310-0914

9000000926 茨城県水戸市小吹町３２０－２

電029-305-0100 Ｆ029-305-0101

(1025)

茨城交通㈱ J05　自動車修理

任田正史

〒310-0055

9000000832 茨城県水戸市袴塚３丁目５－３６

電029-251-2331 Ｆ029-253-1613

(185)

㈱ダステック
竹内静春

〒310-0841

9000000022 茨城県水戸市酒門町４３６５－２

電029-248-7116 Ｆ029-248-0812

(637)

㈱トヨタレンタリース茨城
幡谷浩史

〒310-0026

9000000191 茨城県水戸市泉町２丁目３－２４

電0299-37-2050 Ｆ0299-37-2055

(152)

ファースト交通㈱
出野清秀

〒310-0841

9000001565 茨城県水戸市酒門町１０５０

電029-248-0028 Ｆ029-221-3032

(524)

㈱めぶきリース N03　車両

関　優

〒310-0021

9000001239 茨城県水戸市南町３丁目４－１２常陽海上ビル７Ｆ

電029-231-3821 Ｆ029-221-7097

(195)

㈱アール・エー・ツー F02　記章・旗

松本治一

〒300-2622

9000001404 茨城県つくば市要４８－２

電029-879-0163 Ｆ029-879-0568

(576)

㈱商
佐藤三一

〒311-3116

9000000120 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４６９－１

電029-291-8881 Ｆ029-291-8882

(196)

N01　OA機器

太田一哉

〒305-0861

9000001405 茨城県つくば市谷田部３６２５－３

電029-839-2831 Ｆ029-839-2840

(167)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

N99　その他 C01　雑貨・金物

N03　車両 F01　看板・標識

N99　その他

N03　車両

（特約店等：トヨタ自動車　）

N03　車両

N01　OA機器 N02　各種機器

N99　その他 F01　看板・標識

N99　その他 C01　雑貨・金物

N99　その他 B05　スポーツ用品㈱イベント・コミュニケーションズ茨城
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱海野ガーデン
海野紀子

〒312-0011

9000001406 茨城県ひたちなか市中根５０７２

電029-273-6013 Ｆ029-273-7221

(372)

河村電気工事㈱ G02　通信関係機器

河村直樹

〒301-0004

9000001337 茨城県龍ケ崎市馴馬町５０９

電0297-62-2748 Ｆ0297-62-2749

(17)

関鉄観光バス㈱
廣瀬貢司 (受任者) 水戸営業センター

〒300-0051 〒310-0844

9000000748 茨城県土浦市真鍋１丁目１０－８ 茨城県水戸市住吉町３４８

電029-822-3727 Ｆ029-824-5955 電029-304-0340 Ｆ029-246-2560

(293)

㈱県南サービスサプライ
島田文昭

〒315-0023

9000001631 茨城県石岡市東府中２３－１１

電0299-24-2110 Ｆ0299-23-2422

(533)

㈱ティーアップ
潮田多計士

〒315-0123

9000001081 茨城県石岡市宮ケ崎８５５－１

電0299-56-3913 Ｆ0299-46-3005

(30)

G02　通信関係機器

板垣瑞樹

〒305-0045

9000001671 茨城県つくば市梅園２－７－３つくばシティビル３０３

電029-875-9812 Ｆ029-875-9813

(1067)

㈱アクティオ
小沼直人 (受任者) 茨城支店

〒103-0027 〒310-0803

9000000436 東京都中央区日本橋３丁目１２－２ 茨城県水戸市城南２丁目９－３２第一プリンスビル５Ｆ

電03-6854-1411 Ｆ03-3276-3221 電029-353-7560 Ｆ029-353-7561

(1035)

㈱イビソク
森　允 (受任者) 千葉営業所

〒503-0854 〒273-0033

9000001609 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２ 千葉県船橋市本郷町４０５　２０３号

電0584-89-5507 Ｆ0584-89-5901 電047-374-3287 Ｆ047-374-3288

(342)

ウエストロー・ジャパン㈱
ヨンソン・バン

〒105-0003

9000001283 東京都港区西新橋３丁目１６－１１

電03-4520-1200 Ｆ03-4589-1901

(730)

N99　その他 L99　その他

N99　その他 G03　電気設備機器

（特約店等：ＮＴＴファシリティーズ　綜合警備保障　アイリスオーヤマ　）

N03　車両

N99　その他

N99　その他

N99　その他 B02　OA機器㈱Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

N99　その他 N03　車両

N99　その他

N01　OA機器
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

㈱エール・クリエート
磯山輝男

〒262-0033

9000000268 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目３－５

電043-274-6708 Ｆ043-274-6709

(996)

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ B02　OA機器

今関智雄 (受任者) 関東支店

〒108-6219 〒330-0854

9000000532 東京都港区港南２丁目１５－３ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１０－１７

電03-6720-8400 Ｆ03-6720-8451 電048-643-6491 Ｆ048-643-6492

(325)

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱ N99　その他

成瀬明弘 (受任者) 千葉支店

〒108-0075 〒260-0028

9000000285 東京都港区港南１丁目２－７０ 千葉県千葉市中央区新町１０００

電03-6455-8741 Ｆ03-5463-3563 電043-238-2311 Ｆ043-238-2300

(434)

G02　通信関係機器

武田健三 (受任者) 茨城営業所

〒141-0032 〒302-0004

9000000180 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 茨城県取手市取手２丁目１１－８

電03-3492-0931 Ｆ03-3492-0932 電0297-71-5010 Ｆ0297-71-5030

(707)

オリックス・レンテック㈱ B02　OA機器

細川展久

〒141-0001

9000001410 東京都品川区北品川５丁目５－１５

電0120-97-4824 Ｆ03-3473-7549

(733)

㈱カナモト I03　建設土木機械

金本哲男 (受任者) 水戸営業所

〒060-0041 〒310-0853

9000001125 北海道札幌市中央区大通東３丁目１－１９ 茨城県水戸市平須町１９０３

電011-209-1630 Ｆ011-242-1630 電029-240-3331 Ｆ029-240-3377

(484)

㈱キガ E06　福祉用品

森野良幸

〒321-0901

9000000126 栃木県宇都宮市平出町１０４３－３

電028-660-0965 Ｆ028-662-3490

(440)

北日本コンピューターサービス㈱
江畑佳明

〒010-0013

9000000938 秋田県秋田市南通築地１５－３２

電018-834-1811 Ｆ018-834-1815

(231)

㈱きもと
木本和伸 (受任者) 筑波営業所ＤｉｇｉｔａｌＴｗｉｎ事業部

〒338-0013 〒305-0821

9000000435 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目６－３５ 茨城県つくば市春日３丁目１－８

電050-3154-9000 Ｆ048-853-9041 電050-3154-9000 Ｆ03-5480-8117

(490)

製造業

N99　その他 F01　看板・標識

N01　OA機器 N02　各種機器

N01　OA機器 N02　各種機器

N01　OA機器 B02　OA機器

（特約店等：富士通　エプソン販売　キヤノンマーケティングジャパン　富士ゼロックス千葉　ネットエージェント　富士通ゼネ
ラル　東日本電信電話　パナソニックシステムソリューションズジャパン　ＴＯＡ　富士電機　）

N01　OA機器 N02　各種機器

㈱大崎コンピュータエンヂニアリング

N03　車両 N99　その他

N99　その他 Z99　その他

（特約店等：モルテン　フランスベッド　松永製作所　ビー・エス・ケイ　ナガワ　日進医療器　パラマウントベッド　新鋭工業
カワムラサイクル　ケープ　）

N01　OA機器 B02　OA機器

N01　OA機器 B02　OA機器

（特約店等：エプソン販売　）
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

キヤノンメディカルファイナンス㈱
田仲　純

〒103-0013

9000000279 東京都中央区日本橋人形町２丁目１４－１０

電03-6371-4591 Ｆ03-6371-1970

(38)

コーユーレンティア㈱
梅木孝治 (受任者) 茨城営業所

〒105-0004 〒310-0803

9000000919 東京都港区新橋６丁目１７－１５ 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７カーニープレイス２Ｆ－Ａ

電03-6758-3500 Ｆ03-6758-3502 電029-226-1322 Ｆ029-226-1325

(11)

郡リース㈱
郡　龍一郎 (受任者) 水戸支店

〒106-0032 〒310-0804

9000000494 東京都港区六本木６丁目１１－１７ 茨城県水戸市白梅１丁目９－４ＪＳビル４Ｆ

電03-3470-0291 Ｆ03-3470-9044 電029-227-4051 Ｆ029-222-2615

(537)

小山㈱ D03　室内装飾

小山智士 (受任者) 千葉営業所

〒630-8131 〒264-0028

9000000928 奈良県奈良市大森町４７－３ 千葉県千葉市若葉区桜木７丁目１９－１６

電0742-22-4321 Ｆ0742-22-4340 電043-231-2601 Ｆ043-231-1924

(892)

㈱サニクリーン宇都宮
今井正仁

〒321-0111

9000001587 栃木県宇都宮市川田町８４４－１

電028-614-3290 Ｆ028-614-3291

(40)

三協フロンテア㈱
長妻貴嗣 (受任者) 土浦出張所

〒277-8539 〒300-0843

9000000775 千葉県柏市新十余二５ 茨城県土浦市中村南３丁目３－１

電04-7133-6666 Ｆ04-7131-3289 電029-841-4453 Ｆ029-841-0940

(548)

㈱システムハウスアールアンドシー
中堀雅臣 (受任者) 首都圏事業部

〒140-0011 〒140-0011

9000001643 東京都品川区東大井２丁目１３－８ 東京都品川区東大井２丁目１３－８

電03-5762-0911 Ｆ03-5762-0929 電03-5762-0934 Ｆ03-5762-0939

(720)

製造業

H05　計測機器

浅田秀樹

〒657-0846

9000001411 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４丁目５－２２

電078-803-2901 Ｆ078-803-2909

(233)

製造業

㈱ＪＥＣＣ Z99　その他

桑田　始 (受任者)

〒100-8341 〒100-8341

9000000203 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１

電03-3216-3927 Ｆ03-3216-3860 電03-3216-3927 Ｆ03-3216-3860

(710)

N02　各種機器 E04　医療器材

N99　その他 N01　OA機器

（特約店等：キヤノン　シャープ　テラサワ　アイリスオーヤマ　コクヨ　ダイキン工業　ケルヒャー　豊通ファシリティーズ
オカムラ　プラス　）

N99　その他

N99　その他 D01　寝具類

N99　その他

N99　その他

N99　その他

N01　OA機器 N99　その他㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

N01　OA機器 N02　各種機器
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

綜合警備保障㈱ I05　消防・防災用品

青山幸恭 (受任者) 茨城支社

〒107-8511 〒310-0817

9000000056 東京都港区元赤坂１丁目６－６ 茨城県水戸市柳町１丁目２－５

電03-3470-6811 Ｆ03-3470-2626 電029-227-7711 Ｆ029-226-9166

(118)

ソフトバンク㈱ B02　OA機器

今井康之

〒105-7529

9000001297 東京都港区海岸１丁目７－１

電03-6889-2699 Ｆ03-4288-2613

(90)

タイムズ２４㈱
西川光一

〒141-0031

9000001313 東京都品川区西五反田２丁目２０－４

電03-6747-8124 Ｆ03-6747-8125

(398)

大和産業㈱
岩瀬豊美 (受任者) 東京営業所

〒849-0921 〒104-0043

9000000516 佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目５－１９ 東京都中央区湊３丁目１３－１４梶原ビル２０１号室

電0952-30-5792 Ｆ0952-30-6695 電03-5244-9592 Ｆ03-5244-9593

(1046)

大和リース㈱ N03　車両

北　哲弥 (受任者) 水戸支店

〒540-0011 〒310-0852

9000000903 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 茨城県水戸市笠原町１５７１－３

電06-6942-8011 Ｆ06-6942-8051 電029-305-5131 Ｆ029-305-5135

(158)

㈱ダスキンサーヴ北関東
小川譲二 (受任者) 河和田支店

〒379-2153 〒311-4152

9000001351 群馬県前橋市上大島町３９０－１ 茨城県水戸市河和田２丁目１７１４－１

電027-263-3492 Ｆ027-263-3493 電029-253-6360 Ｆ029-253-6361

(953)

ＴＳＰ太陽㈱ D03　室内装飾

能村祐己

〒153-0043

9000000587 東京都目黒区東山１丁目１７－１６

電03-3719-3721 Ｆ03-3791-0953

(477)

㈱デザインアーク B07　スチール家具

辰己嘉一 (受任者) 北関東支店

〒550-0011 〒330-0081

9000001264 大阪府大阪市西区阿波座１丁目５－１６ 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－１

電06-6536-6111 Ｆ06-6536-6112 電048-840-6311 Ｆ048-840-6312

(235)

東海リース㈱
塚本博亮 (受任者) 水戸営業所

〒530-0041 〒310-0021

9000000329 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２－６ 茨城県水戸市南町３丁目４－１０

電06-6352-0011 Ｆ06-6351-3363 電029-231-3301 Ｆ029-231-0674

(268)

N02　各種機器 I99　その他

N99　その他 G02　通信関係機器

N99　その他 Z99　その他

N99　その他

N99　その他 Z99　その他

N99　その他

N99　その他 F01　看板・標識

N99　その他 N01　OA機器

N99　その他
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

比護　隆

〒105-0022

9000001215 東京都港区海岸１丁目２－３

電03-6452-8470 Ｆ03-6452-8392

(304)

東京センチュリー㈱ N99　その他

野上　誠 (受任者) 首都圏営業第一部

〒101-0022 〒101-0022

9000000373 東京都千代田区神田練塀町３ 東京都千代田区神田練塀町３

電03-5209-6610 Ｆ03-5296-5224 電03-5209-5584 Ｆ03-5296-0245

(327)

㈱ドーン
宮崎正伸

〒651-0086

9000001042 兵庫県神戸市中央区磯上通２丁目２－２１三宮グランドビル５Ｆ

電078-222-9700 Ｆ078-222-9702

(416)

㈱内藤ハウス
内藤　篤 (受任者) 千葉営業所

〒407-8510 〒260-0854

9000000765 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９ 千葉県千葉市中央区長洲２丁目２５－１１

電0551-27-2121 Ｆ0551-27-2213 電043-224-4451 Ｆ043-224-4453

(16)

㈱ナガワ G03　電気設備機器

髙橋　修 (受任者) 水戸営業所

〒100-0005 〒310-0844

9000000969 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 茨城県水戸市住吉町４５－３

電03-5288-8666 Ｆ03-5288-8680 電029-246-0312 Ｆ029-246-0313

(567)

製造業

日成ビルド工業㈱
上田秀樹 (受任者) 水戸支店

〒920-0396 〒310-0852

9000000041 石川県金沢市金石北３丁目１６－１０ 茨城県水戸市笠原町６００－３８ＮＳ笠原第２  ２－Ｄ号室

電076-268-1111 Ｆ076-268-0208 電029-305-3390 Ｆ029-305-3381

(284)

日通リース＆ファイナンス㈱ N03　車両

小林淳一 (受任者) 茨城営業所

〒105-0022 〒300-2401

9000000100 東京都港区海岸１丁目１４－２２ 茨城県つくばみらい市台１８６１－１

電03-6734-8811 Ｆ03-6734-8239 電0297-57-2247 Ｆ0297-21-2268

(313)

日東工営㈱
高山哲夫 (受任者)

〒160-0023 〒160-0023

9000001670 東京都新宿区西新宿７丁目７－３０ 東京都新宿区西新宿７丁目７－３０

電03-3366-1311 Ｆ03-3366-1458 電03-3366-3361 Ｆ03-3366-1475

(1058)

日本カルミック㈱
髙居隆章

〒102-0074

9000000920 東京都千代田区九段南１丁目５－１０

電03-3230-6753 Ｆ03-3230-6756

(137)

N01　OA機器 B02　OA機器

N01　OA機器 N02　各種機器

東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱

N01　OA機器 B02　OA機器

N99　その他

N99　その他 B07　スチール家具

N99　その他

N01　OA機器 N02　各種機器

N99　その他

N99　その他 C99　その他
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

G03　電気設備機器

田中康史

〒141-0032

9000001679 東京都品川区大崎１丁目６－４

電03-6371-2500 Ｆ03-6371-2501

(509)

富士通リース㈱ N99　その他

近藤芳樹 (受任者) 関東支店

〒101-0022 〒330-0854

9000000259 東京都千代田区神田練塀町３ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１－２０

電03-5843-6301 Ｆ03-5298-4125 電048-647-0385 Ｆ048-648-4774

(309)

㈱ププルインターナショナル B02　OA機器

関　秀樹

〒105-0001

9000001037 東京都港区虎ノ門２丁目２－５

電03-3560-9566 Ｆ03-3589-2616

(749)

みずほ東芝リース㈱
吉田　亨

〒105-0001

9000000467 東京都港区虎ノ門１丁目２－６

電03-5253-6760 Ｆ050-3730-6765

(263)

みずほリース㈱ N03　車両

津原周作

〒105-0001

9000001422 東京都港区虎ノ門１丁目２－６

電03-5253-6511 Ｆ03-5253-6654

(316)

三谷コンピュータ㈱
後　淳也

〒910-0393

9000000543 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７－１－１３

電0776-67-8005 Ｆ0776-67-8024

(522)

N99　その他

西野敏哉

〒105-0023

9000000340 東京都港区芝浦１丁目２－３

電03-6858-9203 Ｆ03-6858-9172

(476)

三井住友ファイナンス＆リース㈱ N03　車両

橘　正喜 (受任者) 水戸営業所

〒100-8287 〒310-0021

9000000503 東京都千代田区丸の内１丁目３－２ 茨城県水戸市南町３丁目４－１０

電029-226-3852 Ｆ029-227-3495 電029-226-3852 Ｆ029-227-3495

(894)

三菱ＨＣキャピタル㈱ N99　その他

柳井隆博 (受任者) 茨城法人支店

〒100-6525 〒310-0026

9000000558 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 茨城県水戸市泉町３丁目１－２８

電03-6865-3000 Ｆ0120-629-746 電029-224-7311 Ｆ0120-629-746

(413)

N99　その他 Z99　その他日本ファシリティ・ソリューション㈱

N01　OA機器 N02　各種機器

N99　その他 G02　通信関係機器

N01　OA機器 N02　各種機器

N01　OA機器 N02　各種機器

N01　OA機器 B02　OA機器

（特約店等：日本電気　）

N01　OA機器 N02　各種機器三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

N01　OA機器 N02　各種機器

N01　OA機器 N02　各種機器
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　　N　リース・レンタル

番 号
(受付番号)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

三菱電機クレジット㈱ N02　各種機器

深山　庸

〒141-8505

9000001021 東京都品川区大崎１丁目６－３

電03-5496-9255 Ｆ03-5496-9926

(472)

リコーリース㈱ N99　その他

中村徳晴 (受任者) 関東支社

〒102-8563 〒310-0836

9000000227 東京都千代田区紀尾井町４－１ 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１

電03-6204-0700 Ｆ03-5213-6398 電029-248-2897 Ｆ029-248-5998

(935)

㈱両備システムズ B02　OA機器

松田敏之

〒700-8504

9000001068 岡山県岡山市南区豊成２丁目７－１６

電086-264-0113 Ｆ086-264-1159

(190)

㈱レンタルのニッケン N01　OA機器

南岡正剛 (受任者) 水戸営業所

〒100-0014 〒310-0846

9000000594 東京都千代田区永田町２丁目１４－２ 茨城県水戸市東野町東割２６６

電03-5512-7311 Ｆ03-5512-7548 電029-247-0652 Ｆ029-247-7798

(584)

ワタキューセイモア㈱ E05　衛生器材

村田清和 (受任者) 関東支店

〒610-0396 〒343-0857

9000001310 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２－２ 埼玉県越谷市新越谷２丁目１９２

電0774-82-5101 Ｆ0774-82-4831 電048-988-1288 Ｆ048-988-5510

(1019)

N01　OA機器 N99　その他

N01　OA機器 N02　各種機器

N99　その他 E04　医療器材

N01　OA機器 N99　その他

N99　その他 N03　車両
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　　Ｚ　その他

番 号
(受付番号)

相田精肉店
相田宏典

〒310-0912

9000001502 茨城県水戸市見川２丁目４０－６

電029-231-1535 Ｆ029-231-1535

(950)

あおい玩具㈱
草栁哲史

〒310-0903

9000000957 茨城県水戸市堀町２２５３－７８

電029-252-3379 Ｆ029-255-9200

(1029)

朝川豆腐店
朝川あけみ

〒310-0815

9000001475 茨城県水戸市本町２丁目１４－１４

電029-224-6550 Ｆ029-224-6550

(617)

製造業

㈲朝日屋商店
谷津良一

〒319-0315

9000001488 茨城県水戸市内原町１４９７－２０２

電029-259-2013 Ｆ029-259-6790

(805)

㈲芦間商店
芦間光雄

〒310-0053

9000000627 茨城県水戸市末広町３丁目７－１５

電029-221-5298 Ｆ029-221-5299

(2)

㈲安蔵パン
村澤秀聡

〒311-0055

9000001529 茨城県水戸市袴塚３丁目７－１

電029-221-3846 Ｆ029-221-3125

(447)

製造業

㈱イイジマ
飯島　充

〒310-0912

9000001535 茨城県水戸市見川２丁目１０８－２６

電029-254-2441 Ｆ029-254-2900

(347)

㈲井幸茶舗
加藤木章

〒310-0815

9000001513 茨城県水戸市本町２丁目１－２６

電029-221-3921 Ｆ029-221-3197

(351)

いしざき
石崎武男

〒310-0815

9000000381 茨城県水戸市本町３丁目３－１

電029-231-0633 Ｆ029-231-0633

(270)

商号又は名称 営 業 種 目

代表者・所在地等

Z02　食品

Z99　その他 Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品 Z99　その他
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　　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

いずみや
菅谷修二

〒311-4153

9000001542 茨城県水戸市河和田町１４５－８

電029-251-2083 Ｆ029-254-6464

(1004)

市毛青果
市毛佐平

〒310-0846

9000001479 茨城県水戸市東野町２８３－１６

電029-247-3443 Ｆ029-247-3443

(883)

（公財）茨城県学校給食会
山﨑　裕

〒319-0323

9000000700 茨城県水戸市鯉淵町２５０８－５２

電029-259-0011 Ｆ029-259-7721

(800)

㈱茨城県クリニック・クリーン協会
大髙宣靖

〒319-0323

9000000798 茨城県水戸市鯉淵町１－５

電029-259-7200 Ｆ029-259-7255

(966)

茨城食肉㈱
内田敏雄

〒310-0044

9000000039 茨城県水戸市西原２丁目１６－５

電029-254-1711 Ｆ029-254-1712

(644)

いばらく乳業㈱
川﨑　浩

〒310-0852

9000001140 茨城県水戸市笠原町１４１４

電029-241-1006 Ｆ029-243-2209

(212)

製造業

ウルノ商事㈱
宇留野正義

〒310-0836

9000000908 茨城県水戸市元吉田町１０７７－２

電029-304-2555 Ｆ029-304-2030

(906)

㈱宇留野商店
宇留野弘士

〒310-0004

9000000865 茨城県水戸市青柳町４６５２－３

電029-221-6930 Ｆ029-221-6931

(532)

㈱栄光通商
大関修右

〒319-0306

9000001440 茨城県水戸市杉崎町１２６３－１

電029-259-7592 Ｆ029-350-6161

(698)

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z01　リサイクル E05　衛生器材

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品 C01　雑貨・金物

（特約店等：日東ベスト　味の素冷凍食品　キューピー　Ｊ－オイルミルズ　カゴメ　三島食品　）

Z02　食品 Z99　その他

Z01　リサイクル
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　　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

㈱エディファミリー
荻原　武

〒310-0851

9000000151 茨城県水戸市千波町１９３５－１

電029-303-5000 Ｆ029-303-5029

(100)

大木食品
大木雅樹

〒310-0853

9000001477 茨城県水戸市平須町１８２０－１１０

電029-241-0430 Ｆ029-241-0430

(692)

製造業

大津青果
大津　誠

〒310-0844

9000001499 茨城県水戸市住吉町２０４－１

電029-247-2124 Ｆ029-247-2124

(975)

㈱大森食品
大森健輔

〒310-0914

9000000464 茨城県水戸市小吹町２０５３－１６１

電029-241-2640 Ｆ029-243-2132

(534)

おかの園
岡野　勝

〒310-0845

9000001449 茨城県水戸市吉沢町１２１－１７

電029-247-9008 Ｆ029-297-8760

(182)

カーレポ㈱
赤須洋一郎

〒310-0801

9000000397 茨城県水戸市桜川１丁目８－２９

電029-300-2525 Ｆ029-300-2424

(37)

製造業

㈱環境測定サービス
黒羽　徹

〒310-0905

9000000045 茨城県水戸市石川４丁目３８９６－３

電029-257-2601 Ｆ029-257-2602

(693)

北関東通商㈱
小野寺弘晃

〒311-1136

9000000212 茨城県水戸市東前３丁目２３４

電029-269-2033 Ｆ029-269-3057

(427)

久賀谷商会
荻谷　厳

〒310-0902

9000000112 茨城県水戸市渡里町１２９６－３

電029-227-2552 Ｆ029-227-2559

(31)

Z99　その他

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品 Z99　その他

Z01　リサイクル

Z99　その他

Z01　リサイクル

Z01　リサイクル Z99　その他
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　　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

栗原精肉店
栗原次男

〒310-0845

9000001464 茨城県水戸市吉沢町３２２－１

電029-247-2983 Ｆ029-246-2456

(886)

㈲グリーン交通茨城
松金律子

〒310-0813

9000001667 茨城県水戸市浜田町４１５－３

電029-227-5569 Ｆ029-227-5562

(1051)

国際車伊藤㈱
ロスタンプル・カゼラニ・ナデル

〒310-0825

9000000874 茨城県水戸市谷田町９５４

電029-233-2022 Ｆ029-233-2022

(659)

小林農園
小林　治

〒310-0914

9000001508 茨城県水戸市小吹町２００２

電029-241-0261 Ｆ029-291-6405

(1106)

製造業

㈱佐々木果実
菊地耕治

〒310-0004

9000000291 茨城県水戸市青柳町４５６６

電029-225-5711 Ｆ029-225-2448

(595)

サンミルクさわぐち
澤口悦郎

〒310-0012

9000001147 茨城県水戸市城東１丁目４－４２

電029-221-7408 Ｆ029-221-7408

(614)

㈲サンライフ
関　信光

〒310-0841

9000001303 茨城県水戸市酒門町４２４７

電029-246-1220 Ｆ029-246-1194

(856)

㈱三和
秋山正行

〒311-4153

9000000692 茨城県水戸市河和田町３８９１－１５９

電029-255-3838 Ｆ029-257-3811

(258)

㈱杉山商店
杉山智英

〒310-0004

9000000848 茨城県水戸市青柳町３７２７

電029-224-2338 Ｆ029-231-8272

(742)

Z02　食品

Z01　リサイクル

Z01　リサイクル

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品 C01　雑貨・金物

Z02　食品
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　　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

㈲ストアー谷津
谷津泰宏

〒319-0315

9000001462 茨城県水戸市内原町１５１６

電029-259-6048 Ｆ029-259-4103

(1115)

製造業

ゼェーン・トレーディング㈱
ミアンシャウカトアリ

〒310-0846

9000000873 茨城県水戸市東野町２８４－４３

電029-246-4176 Ｆ029-246-4177

(391)

タカハシストアー
髙橋　力

〒310-0912

9000001482 茨城県水戸市見川３丁目１０８２－１

電029-241-1724 Ｆ029-241-1724

(28)

田綿精肉店
田綿　繁

〒310-0853

9000001470 茨城県水戸市平須町１８２０－３４

電029-241-0760 Ｆ029-241-0760

(609)

大丸青果
長谷川和志

〒310-0812

9000001483 茨城県水戸市浜田１丁目１８－３０

電029-221-1359 Ｆ029-221-1359

(670)

茶舗三晃
鈴木啓修

〒310-0913

9000000790 茨城県水戸市見川町２１３１－３９３

電029-241-5666 Ｆ029-241-9923

(872)

中央炊飯㈱
井坂進一

〒310-0852

9000001525 茨城県水戸市笠原町１６４９

電029-243-3020 Ｆ029-243-9525

(384)

製造業

㈲友栄
原　幸司

〒310-0004

9000001496 茨城県水戸市青柳町４５６６

電029-225-5719 Ｆ029-221-1003

(986)

㈱信田銃砲火薬店
信田正順

〒310-0841

9000000942 茨城県水戸市酒門町１７８－１

電029-247-5106 Ｆ029-247-7227

(858)

Z02　食品

Z99　その他 Z01　リサイクル

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z99　その他 I05　消防・防災用品

（特約店等：三田商店　國友銃砲火薬店　ダイセルパイロテクニクス　）
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　　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

花と果実の店キウチ
木内よし乃

〒310-0815

9000000911 茨城県水戸市本町２丁目３－１１

電029-221-8535 Ｆ029-221-8535

(888)

常陸屋茶舗
赤須敏夫

〒310-0021

9000000175 茨城県水戸市南町３丁目４－１９

電029-221-4477 Ｆ029-221-4477

(206)

㈱フードサプライ・サイシン
蔀　英二

〒310-0843

9000001226 茨城県水戸市元石川町２７６－２９

電029-246-5750 Ｆ029-246-5773

(936)

製造業

ふくや
小徳秀歳

〒310-0815

9000000709 茨城県水戸市本町２丁目８－８

電029-231-3036

(618)

㈱フロンティア水戸
石川　淳

〒310-0031

9000001656 茨城県水戸市大工町１丁目２－３

電029-300-2050 Ｆ029-300-2052

(844)

堀江青果㈱
堀江順延

〒310-0004

9000000760 茨城県水戸市青柳町４５６６

電029-225-5717 Ｆ029-227-8520

(842)

㈱牧ノ原
五條誠司

〒310-0912

9000000224 茨城県水戸市見川２丁目１０８－２６アーバンテラス一周館Ａ棟３１１号室

電029-228-5514 Ｆ029-228-5514

(640)

㈲松枝商店
松枝誠一

〒310-0031

9000001552 茨城県水戸市大工町２丁目３－２７

電029-221-2603 Ｆ029-221-2606

(841)

松枝青果店
松枝正男

〒310-0033

9000001517 茨城県水戸市常磐町２丁目１２－２８

電029-231-0352 Ｆ029-231-0352

(843)

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品
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　　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

丸井支店
浅井　久

〒310-0815

9000000318 茨城県水戸市本町３丁目７－５

電029-227-3352 Ｆ029-227-7217

(688)

㈱丸岡
岡　淳子

〒310-0004

9000000635 茨城県水戸市青柳町４５６６水戸市公設地方卸売市場内

電029-225-5713 Ｆ029-226-2482

(29)

水戸市再資源化事業（協）
川﨑晃一

〒311-1136

9000000493 茨城県水戸市東前３丁目２３４東水戸ビル２ＦＢ室

電029-269-4165 Ｆ029-269-4160

(72)

水戸市造園事業（協）
平根成浩

〒310-0804

9000001339 茨城県水戸市白梅１丁目３－２３

電029-233-1700 Ｆ029-233-1700

(286)

水戸電力㈱
小寺雄三

〒311-4141

9000001276 茨城県水戸市赤塚１丁目１６エスコート赤塚ＷＥＳＴ、Ａ２０２

電029-291-5905 Ｆ029-291-5962

(982)

水戸ヤクルト販売㈱
内藤　学

〒311-4164

9000001008 茨城県水戸市谷津町１－３５

電029-251-8960 Ｆ029-254-7276

(208)

㈲宮本酒店
宮本和幸

〒310-0064

9000001253 茨城県水戸市栄町１丁目１－２２

電029-221-3753 Ｆ029-228-2700

(971)

宮本食品
宮本行雄

〒310-0815

9000001466 茨城県水戸市本町３丁目１４－１１

電029-221-3750 Ｆ029-221-3750

(419)

製造業

㈱八百邦
田所日出男

〒311-4146

9000001505 茨城県水戸市中丸町１５７－４

電029-302-1625 Ｆ029-302-1635

(701)

Z02　食品

Z02　食品

Z01　リサイクル

Z01　リサイクル

Z99　その他

Z02　食品

Z02　食品 C01　雑貨・金物

Z02　食品

Z02　食品
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　　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

（資）山本商店
山本勲夫

〒310-0802

9000000412 茨城県水戸市柵町２丁目８－１５

電029-221-2537 Ｆ029-221-4630

(386)

雪印メグミルクもりもと牛乳店
森本智行

〒310-0914

9000000382 茨城県水戸市小吹町２９２１－１

電029-244-5005 Ｆ029-244-3011

(755)

吉田精肉店
吉田やい子

〒310-0853

9000001476 茨城県水戸市平須町１８２１－５２

電029-241-6860 Ｆ029-243-6675

(615)

㈲吉見屋茶店
三村圭一

〒310-0021

9000001348 茨城県水戸市南町３丁目４－７

電029-221-3965 Ｆ029-239-5993

(394)

㈱磯前商店
磯前和雄

〒311-1251

9000000793 茨城県ひたちなか市山崎３２１８－２

電029-265-7161 Ｆ029-265-9100

(957)

㈱イバレイ
小栗知一

〒311-3124

9000000797 茨城県東茨城郡茨城町中石崎５３５－１

電029-240-8350 Ｆ029-293-8900

(516)

㈱上杉物産
上杉剛史

〒314-0115

9000000444 茨城県神栖市知手３４２０－４４

電0299-96-1633 Ｆ0299-96-1669

(113)

㈱大洗給食
小沼洋道

〒311-1301

9000001528 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町４０９７－１

電029-267-2761 Ｆ029-267-2761

(1114)

製造業

㈲甲州屋
鶴田広美

〒300-1204

9000001652 茨城県牛久市岡見町字谷畑２８３１－２

電029-870-4429 Ｆ029-871-3329

(781)

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品 C03　ギフト用品・百貨店

Z01　リサイクル

Z02　食品

Z01　リサイクル

Z02　食品

Z02　食品
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　　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

小島肉店
小島　治

〒311-1301

9000001467 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町９０２

電029-267-2833 Ｆ029-267-2833

(884)

タカラビルメン㈱
中込太郎

〒301-0002

9000000896 茨城県龍ケ崎市中根台４丁目１０－１

電0297-66-7111 Ｆ0297-66-7118

(162)

㈲肉の木村屋
木村賢治

〒311-3107

9000001500 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴１５９－２

電029-292-0163 Ｆ029-292-2997

(945)

㈲藤岡とうふ店
藤岡麻夫

〒309-1703

9000001254 茨城県笠間市鯉淵６５１５－７

電0296-77-0182 Ｆ0296-78-0551

(782)

製造業

㈲丸美青果
嶋田芳美

〒305-0021

9000001678 茨城県つくば市古来１４６２－３

電029-857-8677 Ｆ029-857-8667

(1099)

ミートショップ金沢
金沢好夫

〒309-1722

9000001481 茨城県笠間市平町１７１７－８６

電0296-78-4102 Ｆ0296-78-4103

(1110)

㈱ミナミ J04　特殊車両

秋山よし子

〒319-2144

9000001123 茨城県常陸大宮市泉５４１－６０

電0295-53-2256 Ｆ0295-52-0059

(985)

（福）木犀会
木村秀樹 (受任者) もちの木作業所

〒309-1703 〒319-0301

9000001498 茨城県笠間市鯉淵６２６６－１８５ 茨城県水戸市田島町１３３

電0296-73-6620 Ｆ0296-73-6621 電029-257-0020 Ｆ029-257-0021

(27)

㈱青木商店
青木慶将

〒352-0005

9000001204 埼玉県新座市中野１丁目１－２８

電048-479-3451 Ｆ048-478-6639

(77)

Z02　食品

Z99　その他 I05　消防・防災用品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z02　食品

Z01　リサイクル J01　自動車

Z02　食品

Z01　リサイクル
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　　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

浅野金属工業㈱
浅野良喜

〒955-0803

9000000110 新潟県三条市月岡２８６６

電0256-33-0101 Ｆ0256-33-0096

(795)

製造業

㈱井手口
對比地徳明

〒104-0042

9000001219 東京都中央区入船３丁目１０－９新富町ビル７Ｆ

電03-6280-3911 Ｆ03-3297-5077

(719)

製造業

㈱ウィズウェイストジャパン
山田　耕

〒330-0852

9000000033 埼玉県さいたま市大宮区大成町２丁目２２４－１

電048-668-1414 Ｆ048-665-4801

(290)

ＳＢパワー㈱
中野明彦

〒105-7529

9000001601 東京都港区海岸１丁目７－１

電03-6885-5891 Ｆ03-4288-2613

(243)

エネサーブ㈱
井上博司

〒520-2152

9000001169 滋賀県大津市月輪２丁目１９－６

電077-543-6330 Ｆ077-543-6366

(279)

㈱エネット
川越祐司

〒105-0011

9000001003 東京都港区芝公園２丁目６－３

電03-5733-2355 Ｆ03-5733-2236

(305)

㈱岡村竹材
岡村大治郎 (受任者) 東京支店

〒606-8111 〒135-0031

9000001329 京都府京都市左京区高野泉町４０－１９ 東京都江東区佐賀１丁目１－８

電075-791-0800 Ｆ075-721-7701 電03-3820-0251 Ｆ03-3820-0351

(817)

㈱オリエント・エコロジー N99　その他

小林俊之

〒101-0051

9000001171 東京都千代田区神田神保町１丁目１０５

電03-6361-5550 Ｆ03-3518-9563

(365)

関西電力㈱
森本　孝

〒530-8270

9000001653 大阪府大阪市北区中之島３丁目６－１６

電06-7501-0214 Ｆ06-6448-2329

(790)

Z99　その他

Z99　その他

Z01　リサイクル C99　その他

Z99　その他

Z99　その他

Z99　その他

Z99　その他 B08　木製家具

Z99　その他 I99　その他

Z99　その他
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　　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

ガラスリソーシング㈱
赤坂　修

〒288-0814

9000001075 千葉県銚子市春日町７４０－１

電0479-24-6651 Ｆ0479-25-5808

(227)

九電みらいエナジー㈱
水町　豊

〒810-0004

9000001645 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目４－８

電092-984-4020 Ｆ092-982-2752

(739)

極東サービスエンジニアリング㈱
山根　哲

〒140-0002

9000001530 東京都品川区東品川３丁目１５－１０

電03-5781-9833 Ｆ03-5781-3458

(237)

グリーナ㈱
伊藤　敦

〒160-0023

9000001650 東京都新宿区西新宿１丁目２３－７

電03-6279-4567 Ｆ03-5990-5071

(776)

㈱グリーンかんきょうネット B03　用紙類

西部美樹

〒464-0850

9000001039 愛知県名古屋市千種区今池１丁目６－３

電052-734-0307 Ｆ052-732-8272

(8)

㈱元創
石住秀樹

〒166-0003

9000001233 東京都杉並区高円寺南３丁目２４－３１

電03-6911-3777 Ｆ03-6911-3779

(289)

㈱コモンテックス
鈴木洋康

〒950-0943

9000000363 新潟県新潟市中央区女池神明２丁目３－１２

電025-283-9301 Ｆ025-285-6388

(362)

㈱サイボウ E05　衛生器材

結城　剛

〒337-0004

9000001445 埼玉県さいたま市見沼区卸町２丁目６－１５

電048-687-3131 Ｆ048-687-2001

(292)

㈱サンワールド I05　消防・防災用品

藤田俊一

〒346-0027

9000000878 埼玉県久喜市除堀158-3

電0480-22-5665 Ｆ0480-22-5271

(759)

Z01　リサイクル L01　工事用資材

Z99　その他

Z99　その他

Z99　その他

Z01　リサイクル B02　OA機器

Z99　その他

Z99　その他 I99　その他

Z02　食品 I05　消防・防災用品

（特約店等：モリタ宮田工業　日本ドライケミカル　アスト　ニッタン　東京都葛飾福祉工場　伸泰　シバウラ防災製作所　イナ
バインターナショナル　ナカ工業　セフ　）

Z02　食品 C01　雑貨・金物
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　　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

㈱シナジアパワー
鎌田憲義

〒110-0014

9000001350 東京都台東区北上野１丁目９－１２

電03-5830-1191 Ｆ03-3845-8385

(4)

㈲新成田総合社
平岡重昭

〒286-0137

9000000894 千葉県成田市御所の内１８－４

電0476-24-1887 Ｆ0476-22-5078

(709)

㈱スタジオ三十三 B08　木製家具

井上喜代志

〒612-8371

9000001114 京都府京都市伏見区竹田松林町１１

電075-601-3103 Ｆ075-622-3103

(779)

製造業

㈱創和
石住義光

〒133-0061

9000001228 東京都江戸川区篠崎町３丁目３３－８

電03-5637-8888 Ｆ03-5637-8889

(624)

製造業

㈱タムラ
田村良久

〒132-0023

9000001576 東京都江戸川区西一之江４丁目９－２８

電03-3652-4000 Ｆ03-3652-4065

(355)

製造業

㈱ＴＰＡ F01　看板・標識

吉田義弘

〒321-0216

9000000473 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁１１２－６

電0282-82-2221 Ｆ0282-82-2223

(80)

東京電力エナジーパートナー㈱
秋本展秀

〒100-8560

9000001307 東京都千代田区内幸町１丁目１－３

電03-6373-1111 Ｆ03-3596-8569

(613)

ナカバヤシ㈱ A02　軽印刷

湯本秀昭 (受任者) 東京本社

〒540-0031 〒174-8602

9000000072 大阪府大阪市中央区北浜東１－２０ 東京都板橋区東坂下２丁目５－１

電06-6943-5555 Ｆ06-6943-5996 電03-3558-1222 Ｆ03-3968-1222

(746)

製造業

永田紙業㈱ C01　雑貨・金物

永田耕太郎

〒369-1101

9000000237 埼玉県深谷市長在家１９８

電048-583-2141 Ｆ048-583-2145

(896)

Z99　その他

Z99　その他 N99　その他

（特約店等：萩原工業　タキヤ　）

Z99　その他 F99　その他

Z99　その他

Z99　その他

Z99　その他 B04　保育用品

（特約店等：コトブキ　三英　サトミ産業　サカヱ　中村製作所　内田工業　）

Z99　その他 K99　その他

Z99　その他 A03　フォーム印刷

Z01　リサイクル B03　用紙類
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　　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

E02　工業薬品

村上　裕

〒804-0002

9000001580 福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－５９

電093-588-7361 Ｆ093-588-7432

(496)

（一社）日本家族計画協会 E04　医療器材

北村邦夫

〒162-0843

9000001664 東京都新宿区市谷田町１丁目１０保健会館新館

電03-3269-4727 Ｆ03-3267-2658

(1020)

日立造船㈱ M02　弁・バルブ類

三野禎男 (受任者) 東京本社

〒559-8559 〒140-0013

9000000460 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７－８９ 東京都品川区南大井６丁目２６－３

電06-6569-0001 Ｆ06-6569-0002 電03-6404-0831 Ｆ03-6404-0839

(321)

製造業

富士建設工業㈱
鳴海利彦

〒950-3102

9000000195 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６

電025-255-4161 Ｆ025-255-3301

(78)

製造業

㈱Ｖ－Ｐｏｗｅｒ
小室正則

〒140-0002

9000001279 東京都品川区東品川３丁目６－５

電03-3458-4745 Ｆ03-5479-1535

(815)

㈱ブロードリンク B02　OA機器

榊　彰一

〒103-0022

9000001583 東京都中央区日本橋室町４丁目３－１８東京建物室町ビル８Ｆ

電03-3516-8777 Ｆ03-3516-8778

(573)

㈱ホープ N99　その他

時津孝康

〒810-0022

9000001437 福岡県福岡市中央区薬院１丁目１４－５ＭＧ薬院ビル

電092-716-1404 Ｆ092-716-1467

(10)

丸紅新電力㈱
山本毅嗣

〒103-6060

9000001027 東京都中央区日本橋２丁目７－１

電03-3282-4788 Ｆ03-3282-3467

(349)

ミツウロコグリーンエネルギー㈱
二見　敦

〒103-0027

9000001063 東京都中央区日本橋２丁目１１－２

電03-6758-6311 Ｆ03-3246-2350

(35)

Z99　その他 K99　その他日鉄環境プラントソリューションズ㈱

Z99　その他 B99　その他

Z99　その他 G03　電気設備機器

Z99　その他

Z99　その他

Z01　リサイクル N01　OA機器

Z99　その他 B02　OA機器

Z99　その他

Z99　その他
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　　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

㈱宮本工業所
宮本芳樹

〒930-8512

9000000735 富山県富山市奥田新町１２－３

電076-441-2201 Ｆ076-441-6645

(424)

製造業

明成物流㈱ C01　雑貨・金物

永田耕太郎

〒369-1101

9000000236 埼玉県深谷市長在家１９８

電048-578-1221 Ｆ048-583-2145

(895)

森平舞台機構㈱
森　健輔

〒111-0033

9000000266 東京都台東区花川戸２丁目１１－２

電03-3842-1621 Ｆ03-3845-1766

(493)

製造業

㈱ラクロ
長嶋史弘

〒350-0021

9000001590 埼玉県川越市大中居９５－３

電049-293-7474 Ｆ049-293-7475

(76)

㈱リーテム
中島彰良

〒101-0021

9000000523 東京都千代田区外神田３丁目６－１０

電03-3258-8586 Ｆ03-3251-5807

(881)

製造業

リエスパワーネクスト㈱
松尾　豪

〒170-0013

9000001639 東京都豊島区東池袋４丁目２１－１

電03-5960-8130 Ｆ03-5960-1741

(663)

Z99　その他

（特約店等：日本特殊炉材　中外炉工業　イソライト工業　）

Z01　リサイクル B03　用紙類

Z99　その他 D03　室内装飾

Z99　その他

Z01　リサイクル

Z99　その他
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