
　　B　事務用品家具類

番 号
(受付番号)

㈱小川建材店
小川栄寿

〒310-0851

9000001743 茨城県水戸市千波町２７７０－７０

電029-241-1129 Ｆ029-241-1369

(0005)

㈱家具の八木沢
八木沢章

〒310-0063

9000001761 茨城県水戸市五軒町３丁目３－６６

電029-224-2468 Ｆ029-224-2467

(0023)

製造業

㈱アポワテック E04　医療器材

関　隆弘

〒340-0815

9000001745 埼玉県八潮市八潮５丁目８－１３

電048-954-7810 Ｆ048-954-7801

(0007)

㈱エージェント
四宮浩二

〒150-0042

9000001760 東京都渋谷区宇田川町３３－７

電03-3780-3911 Ｆ03-5784-4411

(0022)

㈱オカムラ B06　学校用品

中村雅行 (受任者) つくば支店水戸営業所

〒220-0004 〒310-0803

9000001762 神奈川県横浜市西区北幸２丁目７－１８ 茨城県水戸市城南２丁目１－２０

電045-319-3401 Ｆ045-319-3515 電029-231-4167 Ｆ029-231-7134

(0024)

製造業

コニカミノルタパブリテック㈱ G02　通信関係機器

別府幹雄

〒100-7015

9000001748 東京都千代田区丸の内２丁目７－２

電070-7415-9966 Ｆ03-3218-1374

(0010)

㈱須田製版 F01　看板・標識

須田　守 (受任者) 東京支店

〒063-8603 〒101-0021

9000001756 北海道札幌市西区二十四軒２条６丁目１－８ 東京都千代田区外神田５丁目２－１外神田Ｓビル６Ｆ

電011-621-1000 Ｆ011-621-1500 電03-5816-2080 Ｆ03-3836-1055

(0018)

製造業

髙島屋スペースクリエイツ㈱
山下恭史 (受任者) プロダクト第２営業部

〒103-8218 〒103-8218

9000001759 東京都中央区日本橋２丁目１２－１０ 東京都中央区日本橋２丁目１２－１０

電03-5205-6100 Ｆ03-5205-6117 電03-5205-6100 Ｆ03-5205-6117

(0021)

製造業

日信ＩＴフィールドサービス㈱ G04　視聴覚機器

田中　透 (受任者) 首都圏統括部

〒110-0015 〒110-0015

9000001749 東京都台東区東上野２丁目２４－１ 東京都台東区東上野２丁目２４－１

電03-6284-4320 Ｆ03-6284-4346 電03-6284-4535 Ｆ03-6284-4548

(0011)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

B05　スポーツ用品 L01　工事用資材

B08　木製家具

B05　スポーツ用品 D03　室内装飾

B02　OA機器

（特約店等：ソフトバンクモバイル　シネックスジャパン　ＳＢＣ＆Ｓ　）

B07　スチール家具 B08　木製家具

B02　OA機器 N01　OA機器

B99　その他 A01　一般印刷

B08　木製家具 B07　スチール家具

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

日本ファイリング㈱
田嶋譲太郎

〒101-0062

9000001741 東京都千代田区神田駿河台３丁目２

電03-5294-3011 Ｆ03-5294-3012

(0003)

製造業

三菱電機ＩＴソリューションズ㈱
山本徹雄 (受任者) ライフサポート営業部

〒164-0012 〒164-0012

9000001740 東京都中野区本町１丁目３２－２　ハーモニータワー 東京都中野区本町１丁目３２－２　ハーモニータワー

電03-5309-0600 Ｆ03-5309-1489 電03-5309-0610 Ｆ03-5309-1487

(0002)

　Ｃ　日用品類
㈱ＰｕｒｅＣｙｃｌｅいばらき

武藤征時

〒300-1206

9000001746 茨城県牛久市ひたち野西３丁目２０－１

電029-895-4790 Ｆ029-899-8943

(0008)

　Ｅ　薬品・医療衛生
サンプラント㈱ M02　弁・バルブ類

大森健二

〒300-0013

9000001755 茨城県土浦市神立町３４３６－２

電029-831-2583 Ｆ029-831-2528

(0017)

㈱エイチ・アイ・エス
矢田素史

〒105-6905

9000001765 東京都港区虎ノ門４丁目１－１

電050-1743-0080 Ｆ03-6695-2600

(0027)

㈱サンオート B08　木製家具

山本暁彦

〒171-0014

9000001744 東京都豊島区池袋２丁目１６－２

電03-3986-3808 Ｆ03-3986-3976

(0006)

B07　スチール家具 B08　木製家具

B02　OA機器 N01　OA機器

C99　その他

（特約店等：アイティーエヌ　）

E02　工業薬品 G03　電気設備機器

E99　その他 Z02　食品

E99　その他 C01　雑貨・金物

（特約店等：白寿生科学研究所　）
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　　G　電気機器類

番 号
(受付番号)

㈱イー・スタイル
坂本雅興

〒305-0817

9000001742 茨城県つくば市研究学園５丁目８－３

電029-827-2222 Ｆ029-821-3138

(0004)

大阪ガスセキュリティサービス㈱
遠山雅夫

〒532-0024

9000001750 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目６－３５

電06-6306-2061 Ｆ06-6306-5055

(0012)

㈱ハタノシステム
波多野裕一

〒153-0064

9000001767 東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８

電03-5740-6266 Ｆ03-5740-6271

(0029)

　Ｈ　精密機器
㈱ジーエスケー茨城

上野由来夫

〒319-0315

9000001754 茨城県水戸市内原町９８４－２２

電029-246-6607 Ｆ029-246-6608

(0016)

　Ｉ　産業・防災機器
㈱エスイーアイ B02　OA機器

太田幸宏

〒500-8459

9000001751 岐阜県岐阜市加納高柳町２丁目６

電058-374-8873 Ｆ058-374-8883

(0013)

ヴィレップス（同） C03　ギフト用品・百貨店

項　帥

〒580-0044

9000001753 大阪府松原市田井城１丁目６－２２　５Ｆ－Ａ

電072-294-6450 Ｆ072-294-6453

(0015)

I05　消防・防災用品 C01　雑貨・金物

G03　電気設備機器

（特約店等：ヤンマーエネルギーシステム　）

H05　計測機器

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

I05　消防・防災用品 G02　通信関係機器

（特約店等：ユニバーサル・サウンドデザイン　）

G01　家庭用電気機器 G03　電気設備機器

G99　その他
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　　J　輸送機器

番 号
(受付番号)

佐川急便㈱
本村正秀 (受任者) 茨城営業所

〒601-8104 〒310-0913

9000001747 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８ 茨城県水戸市見川町２１３１－３１５

電0570-55-0424 Ｆ000-000-0000 電0570-55-0424 Ｆ029-244-4250

(0009)

　Ｎ　リース・レンタル
新星観光バス㈱

大谷良一

〒319-0207

9000001757 茨城県笠間市福島６７６

電0299-45-2000 Ｆ0299-45-6768

(0019)

㈱アーラリンク
髙橋　翼 (受任者) 大阪支店

〒171-0014 〒556-0011

9000001752 東京都豊島区池袋２丁目４７－３ 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２－５

電03-5944-9818 Ｆ000-000-0000 電03-6633-1556 Ｆ06-6586-6027

(0014)

㈱鎌倉新書 B02　OA機器

小林史生 (受任者) 官民協働事業部

〒104-0031 〒104-0031

9000001766 東京都中央区京橋２丁目１４－１ 東京都中央区京橋２丁目１４－１

電03-6262-3521 Ｆ03-6684-4826 電03-6866-0885 Ｆ03-6684-4826

(0028)

㈱ヤマチコーポレーション N01　OA機器

山地章夫

〒060-0001

9000001758 北海道札幌市中央区北一条西１０丁目１－１７

電011-281-7550 Ｆ011-281-7554

(0020)

　Ｚ　その他
荒井金庫店

荒井貫太郎

〒310-0817

9000001763 茨城県水戸市柳町２丁目１－１４

電029-221-6913 Ｆ029-227-8350

(0025)

ゼニヤ海洋サービス㈱ L99　その他

竹安　正 (受任者) 東京営業所

〒563-0035 〒104-0028

9000001764 大阪府池田市豊島南２丁目１７６－１ 東京都中央区八重洲２丁目７－１２　ヒューリック京橋ビル３Ｆ

電072-762-7437 Ｆ072-762-5482 電03-3510-2631 Ｆ03-3510-2632

(0026)

日本システムケア㈱
家近　茂

〒140-0002

9000001739 東京都品川区東品川２丁目３－１２

電03-6228-1010 Ｆ03-5783-5588

(0001)

商号又は名称 営 業 種 目
代表者・所在地等

J01　自動車

N03　車両

N01　OA機器

N01　OA機器 B99　その他

N99　その他 F01　看板・標識

Z01　リサイクル

Z99　その他

Z99　その他 N99　その他
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あ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
㈱アーラリンク ······································· 4 
㈱アポワテック ······································· 1 
荒井金庫店 ··············································· 4 
㈱イー・スタイル ···································· 3 
ヴィレップス（同） ································ 3 
㈱エイチ・アイ・エス····························· 2 
㈱エージェント ······································· 1 
㈱エスイーアイ ······································· 3 
大阪ガスセキュリティサービス㈱ ·········· 3 
㈱オカムラ ··············································· 1 
㈱小川建材店 ··········································· 1 
か̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
㈱家具の八木沢 ······································· 1 
㈱鎌倉新書 ··············································· 4 
コニカミノルタパブリテック㈱ ·············· 1 
さ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
佐川急便㈱ ··············································· 4 
㈱サンオート ··········································· 2 
サンプラント㈱ ······································· 2 
㈱ジーエスケー茨城 ································ 3 
新星観光バス㈱ ······································· 4 
㈱須田製版 ··············································· 1 
ゼニヤ海洋サービス㈱····························· 4 
た̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
髙島屋スペースクリエイツ㈱ ·················· 1 
な̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
日信ＩＴフィールドサービス㈱ ·············· 1 
日本システムケア㈱ ································ 4 
日本ファイリング㈱ ································ 2 
は̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
㈱ハタノシステム ···································· 3 
㈱ＰｕｒｅＣｙｃｌｅいばらき ·············· 2 
ま̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
三菱電機ＩＴソリューションズ㈱ ·········· 2 
㈱ヤマチコーポレーション ····················· 4 

業者索引簿 
（数字は，掲載頁） 




