
令和元・2年度　物品調達等入札参加資格者一覧表

通し番号 商号（名称） 代表者名

1 ㈱アース開発 島谷　経夫

2 ㈱アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 德冨　裕明

3 ㈱ＩＳC 園崎　義雄

4 愛知時計電機㈱ 星加　俊之

5 ㈱アイ・ティー・シー 堀　修一

6 アイテック㈱ 前田　幸治

7 アイテレコムサービス㈱ 増西　伸治

8 IBJL東芝リース㈱ 吉田　亨

9 安芸アスコン㈱ 渡邉　均

10 ㈱安芸管理サービス 大成　康生

11 安芸企業㈲ 夏山　永根

12 ㈱安芸グリーン企画 谷平　英紀

13 ㈲安芸モータース 小沢　鐡男

14 ㈱安芸緑地 仁井内　直太郎

15 安芸緑化建設㈱ 谷平　博文

16 ㈱アクア 織田　正義

17 アサヒプリテック㈱ 中西　広幸

18 アサヒレンタル㈲ 伊藤　和正

19 アジア航測㈱ 小川　紀一朗

20 アシスト㈱ 西村　竹松

21 ㈱日本インシーク 番上　正人

22 アズビル金門㈱ 上西　正泰

23 ㈱篤創庭舎 谷本　篤彦

24 ㈱アドプレックス 隅川　通治

25 ㈱アマノ 天野　裕

26 アマノ㈱ 津田　博之

27 ALSOKあんしんケアサポート㈱ 山岸　高広

28 ㈱アルティアセントラル 大石　宇多野

29 ㈱安西事務機 西原　州康

30 ㈱イーセル 堀田　剛

31 ㈱ヰセキ中国 目黒　秀夫

32 いであ㈱ 田畑　彰久

33 ㈱いとや 小川　嘉彦

34 ㈱イニシャルコンテンツ 松島　敏喜

35 イワキ㈱ 岩城　英世

36 ㈱インタラック西日本 廣瀨　将則

37 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 深澤　貴

38 ㈱ウェルウェル 吉村　元享

39 エイジトレーディング㈱ 平野　栄司

40 ㈱エイト日本技術開発 小谷　裕司

41 江草興機㈱ 江草　将史

42 ㈱エヌ・イーサポート 長田　智久

43 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 今関　智雄

44 NECネッツエスアイ㈱ 牛島　祐之

45 ＮＥＣフィールディング㈱ 中江　靖之

46 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 渡邊　守孝

47 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国 橋口　武人

48 ㈱ＮＴＴドコモ 吉澤　和弘

49 ＮＴＴファイナンス㈱ 坂井　義清

50 ㈱NTTフィールドテクノ 猪俣　貴志
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51 ㈱エネルギア・コミュニケーションズ 渡部　伸夫

52 ㈱荏原製作所 浅見　正男

53 ㈱エビス 胡　定晃

54 ㈱エブリプラン 河原　八郎

55 ㈲ヱムヱム堂 丸山　恵生

56 ㈱エムケイ興産 宮下　佳昌

57 ㈱エムティーアイ 前多　俊宏

58 ㈱えむぼま 森　正彦

59 ㈱エンタープライズシステム二十一 岡　礼次

60 応用地質㈱ 成田　賢

61 ㈱オーイーシー 加藤　健

62 ㈱オオケン 大中　恒男

63 ㈱大迫本社 岡本　昌樹

64 ㈱大塚商会 大塚　裕司

65 ㈱オオバ 辻本　茂

66 ㈱オービス 中浜　勇治

67 ㈱オーヤラックス 松村　かおり

68 小川精機㈱ 小太刀　利文

69 沖ウィンテック㈱ 畠山　俊也

70 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則

71 オリエントハウス㈱ 川畑　廣登

72 オリジナル設計㈱ 菅　伸彦

73 ㈱会議録研究所 妹尾　潤

74 公益社団法人　海田町シルバー人材センター 角谷　政則

75 梶川電機㈱ 梶川　純一

76 ㈱かめやクリーナー 金海　義弘

77 ㈱加茂川 福永　龍司

78 ㈱環境開発公社 小林　友則

79 環境保全㈱ 平原　末子

80 ㈱かんこう 越村　雅人

81 関西電力㈱ 岩根　茂樹

82 ㈱関西緑建 牛島　義則

83 ㈱キクテック 新美　政衛

84 ㈱木定 木本　孝

85 ㈱きじろくセンター 白井　義美　

86 ㈱議事録発行センター 友野　泰志

87 北日本コンピューターサービス㈱ 江畑　佳明

88 ㈲木下組 木下　明

89 ㈱キムラ 木村　秀樹

90 ㈱きむら 木村　嘉宏

91 ㈲キムラ 木村　元和

92 ㈱ぎょうせい 成吉　弘次

93 協和物産㈱ 市川　雅晴

94 ㈱きんし 地岡　三利

95 ㈱クボタ 木股　昌俊

96 ㈱熊谷興産 熊谷　昌典

97 ㈱熊野技建 小田原　卓哉

98 ㈱クマヒラセキュリティ 今中　英治

99 蔵田ファイリング㈱ 川上　康夫

100 ㈱クリタス 黒川　洋一
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101 ㈱呉電子計算センター 石田　直樹

102 グローリー㈱ 三和　元純

103 ㈱KRC 早瀬　明

104 KSS㈱ 深澤　重幸

105 ㈱こうこく 梅地　俊夫

106 神戸綜合速記㈱ 藤岡　伸行

107 ㈱弘法 弘法　敦志

108 広陽ビル管理㈱ 矢冨　順一

109 ㈱ゴエイ産業 前崎　芳毅

110 伍永通信㈱ 竹中　光

111 国際警備保障㈱ 徳田　穂積

112 国際航業㈱ 土方　聡

113 国土情報開発㈱ 羽田　寛

114 ㈱KODAMA 星野　照晃

115 小林クリエイト㈱ 小林　友也

116 ㈲コマツ楽器店 小松　哲郎

117 小山㈱ 小山　智士

118 ㈱サーベイリサーチセンター 藤澤　士朗

119 ㈲サイシン広告 岸本　穂

120 西戸崎興産㈱ 坂本　博志

121 ㈱サイネックス 村田　吉優

122 ㈲サイン工房 大坪　敦範

123 佐々部工業㈱ 佐々部　勇

124 ㈲サニタリープランニング 豊島　啓司

125 沢井書店 沢井　修

126 三栄産業㈱ 米山　真和

127 サンケイ㈱ 清水　高広

128 三建設備工業㈱ 松井　栄一

129 ㈱サンネット 山口　隆法

130 山陽空調工業㈱ 淺田　博昭

131 山陽マーク㈱ 岡本　里司

132 ㈱サンワアート 石津　和彦

133 シーエーエヌ㈱ 中村　喜映

134 ㈱シーエル広島 吉田　英二

135 ㈲シーオーエム 石田　隆昭

136 ㈱シーズ総合政策研究所 藤原　啓

137 JRCシステムサービス㈱ 五十嵐　久敬

138 ㈱JECC 桑田　始

139 塩田工業㈱ 中岡　庸浩

140 ㈱シグナル 神出　洋平

141 ㈱システムハウスアールアンドシー 中堀　雅臣

142 シダックスコントラクトフードサービス㈱ 杉山　充

143 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 関口　昌太朗

144 ㈱ジツタ中国 實田　泰之

145 島屋器械㈱ 間賀田　俊彦

146 下花物産㈱ 下花　健男

147 ㈱シャープ松山オーエー 片山　昭男

148 ㈱社会保険研究所 安藤　武史

149 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督

150 ㈱住宅ケンコウ社 菅野　康則
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151 周南マリコム㈱ 堀　学明

152 正田建設㈱ 正田　俊

153 新川電機㈱ 新川　文登

154 ㈱新生 森本　孝之

155 ㈱新星工業社 佐々木　誠

156 ㈱新東コンサルタント 岩本　猛

157 新日本法規出版㈱ 服部　昭三

158 シンレキ工業㈱ 田中　正晴

159 ㈱水機テクノス 武藏　昌弘

160 ㈱水光エンジニア 溝口　奈留紀

161 ㈱スエノブ 末信　孝章

162 合同会社　スカイフィールド 大成　景三

163 巣守金属工業㈱ 巣守　佳之

164 ㈱静環検査センター 徳田　茂

165 ㈱精電社 田中　信彦

166 ㈱西部防災 山廣　啓太

167 ㈱清和商会 今野　眞八

168 セコム㈱ 中山　泰男

169 ゼネラルスチール㈱ 上西　且規

170 ㈱センタークリーナー 大濵　尚

171 ㈱宣通 津田　郁夫

172 ㈱センビ 中田　義秀

173 ㈱ゼンリン 髙山　善司

174 ㈱相互 西明　栄子

175 ㈱総合広告社 近藤　博樹

176 ㈲総合厨房設計 岡﨑　亮

177 ㈱創備 谷本　剛

178 ソーダニッカ㈱ 長洲　崇彦

179 ソリマチ㈱ 反町　秀樹

180 ㈱ソルコム 平原　敏行

181 ㈱ソルコムビジネスサービス 松本　和眞

182 ㈱体育社 大野　昌志

183 第一環境㈱ 岡地　雄一

184 ㈱第一ビルサービス 杉川　聡

185 第一法規㈱ 田中　英弥

186 ダイコーフーズ㈱ 三桝　賢吾

187 ㈱ダイモン 吉本　信晴

188 ㈱タイヨー 元山　琢然

189 タカオ㈱ 髙尾　典秀

190 高千穂商事㈱ 牧野　正明

191 宝物産㈱ 西田　信行

192 田川緑地建設㈱ 田川　房雄

193 ㈲タグリレーション 欅　賀夫

194 ㈱武内商会 武内　良夫

195 ㈱タケミ・コーポレーション 廣瀨　丈巳

196 ㈱立芝 田中　修司

197 田中機電工業㈱ 田中　一郎

198 ㈱地域科学研究所 平井　慎一

199 ㈱地域計画工房 藤岡　憲三

200 ㈱中央ジオマチックス 田中　尚行
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201 中国エンジニアリングサービス㈱ 寳来　駿一

202 中国三建サービス㈱ 寺本　明男

203 一般財団法人　中国電気保安協会 小野　雅樹

204 中国電設工業㈱ 古河　讓

205 ㈱中国パラテックス 前川　直樹

206 ㈱中国日立 岡田　邦利

207 中四国ソルト㈱ 小山　則之

208 ㈱長大 永冶　泰司

209 千代田テクノ㈱ 中井　宗隆

210 TIS㈱ 桑野　徹

211 ㈱テイケイ西日本 原田　博男

212 ㈱データホライゾン 内海　良夫

213 東海リース㈱ 塚本　博亮

214 東京計器㈱ 安藤　毅

215 東京書籍㈱ 千石　雅仁

216 東芝インフラシステムズ㈱ 今野　貴之

217 東洋計器㈱ 土田　泰秀

218 東洋警備保障㈱ 尾勢　博文

219 東洋熱工業㈱ 芝　一治

220 東洋メンテナス㈱ 奥野　保幸

221 東洋リフト製造㈱ 尼児　秀明

222 東和環境科学㈱ 笹井　裕

223 ㈱トータルメディア開発研究所 山村　健一郎

224 ㈲ときわ産業 小坂　弘治

225 都市環境サービス㈱ 金井　慶一郎

226 都市道路開発㈱ 金本　健雄

227 ㈱都市ビルサービス 廣田　芳隆

228 富田肥料㈱ 富田　寛和

229 富永商事㈱ 富永　尚一

230 ㈱トヨタレンタリース広島 卜部　典昌

231 ㈱中西製作所 中西　一真

232 ㈱ナカムラ 中村　豊

233 ㈱長山電気商会 長山　秀樹

234 ㈱ナガワ 高橋　修

235 ㈱西井製作所 西井　裕昭

236 ㈱西日本水道センター 工藤　清

237 西日本電信電話㈱ 小林　充佳

238 ニシム電子工業㈱ 小野　丈夫

239 ㈱日航コンサルタント 愛須　友行

240 ㈱ニッコク 御法川　法男

241 日清医療食品㈱ 菅井　正一

242 日水産業㈱ 黒田　和久

243 日成ビルド工業㈱ 上田　秀樹

244 日通商事㈱ 新居　康昭

245 日本オーチス・エレベータ㈱ 山上　浩

246 日本通運㈱ 齋藤　充

247 日本電気㈱ 新野　隆

248 一般社団法人　日本家族計画協会 北村　邦夫

249 日本原料㈱ 齋藤　安弘

250 日本国民食㈱ 市川　敏一
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251 日本調理機㈱ 齋藤　有史

252 日本道路興運㈱ 山口　哲也

253 日本無線㈱ 荒　健次

254 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 田伏　重成

255 日本ユニシス㈱ 平岡　昭良

256 ㈱乃村工藝社 榎本　修次

257 ㈱HARP 齊藤　未紗子

258 ハーベストネクスト㈱ 脇本　実

259 ㈱ハイエレコン 上田　康博

260 ㈱バイタルリード 森山　昌幸

261 パシフィックコンサルタンツ㈱ 重永　智之

262 ㈱パスコ 島村　秀樹

263 税理士法人　長谷川会計 長谷川　一彦

264 ㈲長谷川組 長谷川　学烈

265 パナソニック　システムソリューションズ　ジャパン㈱ 片倉　達夫

266 パナソニックLSエンジニアリング㈱ 黒川　昭隆

267 ㈱ビーエス広島 山下　博凡

268 ㈱東歯科商店 上田　幸夫

269 ひかりのくに㈱ 岡本　功

270 日立キャピタル㈱ 川部　誠治

271 ㈱日立国際電気 佐久間　嘉一郎

272 ㈱日立システムズ 北野　昌宏

273 ㈱日立システムズエンジニアリングサービス 帆足　明典

274 ㈱日立製作所 東原　敏昭

275 ㈱日立ソリューションズ西日本 久保田　健二

276 ㈱日立ビルシステム 関　秀明

277 日の丸環衛工業㈲ 高山　浩一

278 ひまわり印刷㈱ 佐々木　修一

279 ㈱ヒラオカユニ 吉田　範子

280 ビルックス㈱ 藤井　聖

281 ㈱ヒロエー 石田　文優

282 ㈱ヒロカシ 有田　進一

283 一般財団法人　ひろぎん経済研究所 角倉　博志

284 ㈱ひろし本店 武田　信治

285 ㈱広島アーツ楽器 柏村　雄介

286 広島アグリフードサービス㈱ 中島　和雄

287 広島駅弁当㈱ 中島　和雄

288 広島ガス㈱ 松藤　研介

289 広島ガステクノ・サービス㈱ 坂　茂雄

290 広島ガス東部㈱ 七種　猛

291 一般財団法人広島県環境保健協会 佐藤　均

292 公益財団法人　広島県地域保健医療推進機構 松浦　雄一郎

293 広島県薬業㈱ 吉村　元享

294 広島自動車無線㈱ 田村　秀治

295 ㈱広島情報シンフォニー 井野　浩治

296 ㈱広島紙料センター 多田　智

297 広島綜合警備保障㈱ 田中　和男

298 ㈲広島東報工事 井手　繁之

299 広島ヘルスケアフーズ㈱ 中島　和雄

300 ㈱広島みかど 岡田　宏
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301 広島ミシンセンター 山田　伸一

302 ㈱広島リバイン 横田　眞治

303 ㈱ヒロセイ環境 間　直樹

304 深川医療器㈱ 深川　竜

305 福泉㈱ 福泉　秀人

306 ㈱福山コンサルタント 福島　宏治

307 ㈱富士産業 吉野　健二

308 藤システムズ㈱ 藤山　雄治

309 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 野口　達也

310 富士ゼロックス広島㈱ 加藤　喜之

311 富士通㈱ 田中　達也

312 富士通エフ・アイ・ピー㈱ 米倉　誠人

313 ㈱富士通エフサス 濱場　正明

314 富士通ネットワークソリューションズ㈱ 岡平　司

315 ㈱富士通マーケティング 北岡　俊治

316 富士通リース㈱ 春日井　昌生

317 フジテコム㈱ 森山　慎一

318 ㈱フジマック 熊谷　光治

319 ㈱フソウ 野村　充伸

320 扶桑電通㈱ 児玉　栄次

321 ㈲ブレイブ 大成　康生
322 文化シヤッターサービス㈱ 中島　省吾
323 平成電工㈱ 佐木　泰治
324 平和実業㈱ 土井　敏幸
325 北辰映電㈱ 國本　佳宏

326 ホシザキ中国㈱ 丸山　暁

327 ㈱本田春荘商店 本田　耕市
328 ㈱マイティネット 渡辺　泰朗

329 柾木工業㈱ 柾木　隆弘

330 松岡クリーナー㈱ 川上　良子

331 ㈱マツダオートザム海田 小沢　茂夫

332 松電産業㈱ 岡田　民男

333 松橋印刷㈱ 松橋　弘己

334 ㈱松村電機製作所 松村　秀一

335 ㈱丸猫 猫島　充識

336 丸美弁当㈱ 武田　智美

337 丸茂電機㈱ 丸茂　正俊

338 丸本鋼材㈱ 丸本　陽章

339 三浦技研工業㈱ 三浦　健一

340 ミズノスポーツサービス㈱ 篠村　嘉将

341 ㈱水みらい広島 三島　浩二

342 ㈱三井開発 三井　崇裕

343 ㈱三葉ポンプ 長田　豊

344 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 吉川　正巳

345 ㈱みづま工房 白井　孝司

346 ミドリ安全南広島㈱ 田辺　和広

347 ㈲ミナミ産業 中森　茂雄

348 三保電機㈱ 小松　忠司

349 ㈱宮本造園 宮本　武利

350 一般社団法人　未来創造アカデミー 大成　康生
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351 ㈱名豊 中野　宏昭

352 ㈱メディブレーン 小島　啓太

353 安田金属㈱ 安田　秀吉

354 ヤマキ産業㈱ 山本　竜生

355 ㈱山産 伊藤　洋

356 ㈱大和速記情報センター 津田　健司

357 医療法人社団ヤマナ会 山名　二郎

358 山根装飾 山根　邦夫

359 山脇印刷㈱ 大松　康彦

360 ユニアデックス㈱ 東　常夫

361 ユニオンフォレスト㈱ 森澤　大司

362 ㈱吉谷 伊藤　康晃

363 ヨシノ産業㈱ 吉野　勝行

364 ㈱ライズファクトリー 戸田　その子

365 ランドブレイン㈱ 吉武　祐一

366 ㈱陸地コンサルタント 佐々木　仁志

367 リコージャパン㈱ 坂主　智弘

368 リコーリース㈱ 瀬川　大介

369 ㈱リサーチアンドソリューション 美濃部　直樹

370 ㈱両備システムイノベーションズ 松田　敏之

371 ㈱両備システムズ 松田　敏之

372 レーンマーク工業㈱ 井上　幸久

373 レタープレス㈱ 増田　達朗

374 ㈱レンタルのニッケン 南岡　正剛

375 ワールドウォーターバッグ㈱ 中村　俊夫

376 ㈱脇地産業 脇地　隆之

377 和興通信工業㈱ 岩本　祐昭

378 ㈱和ごころ工房 秦　郁次郎
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