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ジェイコムチバセントラル 4040001008175 なし ●

（株）ジェイコム千葉セントラル ●

〒 260-0025 TEL： 043-248-2104

千葉市中央区問屋町１番３５号

代表者： 代表取締役社長 荒木　節夫

ハシダテ 2040001006156 なし ● ●

（株）ハシダテ
〒 261-0002 TEL： 043-243-3311

千葉市美浜区新港１１６番地の１

代表者： 代表取締役 外立　徹

コウイキコウソクネットニイキュウロク 2040001047043 なし ● ●

（株）広域高速ネット二九六 ●

〒 285-0858 TEL： 043-497-0296

佐倉市ユーカリが丘四丁目１番１Ｓー２０４号

代表者： 代表取締役社長 藤本　光弘

サンワショウジ 4040001028413 なし ●

三和商事（株）
〒 273-0024 TEL： 047-495-0221

船橋市海神町南一丁目１５４４番地１

代表者： 代表取締役 小林　正樹

ジェイコムチバ 5040001029633 なし ●

（株）ジェイコム千葉 ●

〒 279-0013 TEL： 047-315-9091

浦安市入船一丁目５番２号

代表者： 代表取締役社長 渡部　弘之
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キョウエイ 2040001035213 なし ●

（株）共映
〒 270-2254 TEL： 047-330-9191

松戸市河原塚２２１番地の２４

代表者： 代表取締役 鹿野　砂織

シップス 9040001035454 なし ●

（株）シップス
〒 270-2214 TEL： 047-384-5281

松戸市松飛台４０４番地１

代表者： 代表取締役 佐々木　裕之

リップルアート 1040001013764 なし ● ●

（株）リップルアート ●

〒 260-0025 TEL： 043-306-3662 ●

千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号

代表者： 代表取締役 浅田　豪紀

ムービーアイ 5040001032430 なし ●

（株）ムービーアイ
〒 272-0014 TEL： 047-370-1726

市川市田尻三丁目７番３３号１０１

代表者： 代表取締役 市川　一二三

キロックムービー 8040001075534 なし ● ●

（株）キロックムービー
〒 273-0005 TEL： 047-419-6591

船橋市本町六丁目３番１６号　レックスマンション８０１号室

代表者： 代表取締役 立川　彰

フォトックマーケットパートナーズ 8040001080402 なし ● ●

フォトックマーケットパートナーズ（株） ●

〒 277-0871 TEL： 04-7131-2121

柏市若柴１７８番地４柏の葉キャンパス１４８街区２ＫＯＩＬ６０６

代表者： 代表取締役 藤武　昌之

アケズミシャシンジムショ － なし ●

明角写真事務所
〒 274-0813 TEL： 047-440-2085

船橋市南三咲三丁目３０番１棟５０２号

代表者： 代表 明角　和人

アートタチバナ 2040001000084 なし ●

アートタチバナ（株） ●

〒 260-0022 TEL： 043-242-8001

千葉市中央区神明町２２番１号

代表者： 代表取締役 鈴木　卓憲

シマワークス 1040001049800 なし ●

（株）シマワークス
〒 285-0005 TEL： 043-306-6311

佐倉市宮前三丁目２３番６号

代表者： 代表取締役 中島　誠二
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コマツ 3040001026260 なし ● ●

（株）コマツ ● ●

〒 272-0023 TEL： 047-378-5111 ●

市川市南八幡四丁目１５番１２号

代表者： 代表取締役 飯沼　俊雄

クリフラップ 2010802017874 なし ●

（有）クリフラップ ●

〒 279-0012 TEL： 047-305-1560

浦安市入船四丁目９番８号ＧＬビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 篠塚　良雄

サンレックス 7040001074181 なし ●

（株）サンレックス ●

〒 296-0032 TEL： 04-7093-2731

鴨川市花房字昭田５５番地３

代表者： 代表取締役 河名　洋一

テックビジョン 4040001011195 なし ●

（株）テックビジョン ●

〒 264-0026 TEL： 043-290-5676

千葉市若葉区西都賀三丁目３番１号　ヒーロービル５０５号

代表者： 代表取締役 市川　千秋

トウチカイハツ 3040001085257 なし ●

（株）東地開発 ● ●

〒 260-0017 TEL： 043-225-1566

千葉市中央区要町１番３号　藤や観光ビル３階

代表者： 代表取締役 伊藤　治

スタジオチュウオウ 3040002023050 なし ●

（有）スタジオ中央
〒 274-0063 TEL： 047-464-8398

船橋市習志野台２丁目３３番１号

代表者： 取締役 中村　つる子

ニコメディア 7040001095590 なし ●

（株）ＮｉｃｏＭｅｄｉａ ●

〒 277-0851 TEL： 04-7111-1003

柏市向原町１番２２号

代表者： 代表取締役 岡本　寛紀
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アーテック 8040001038557 なし ●

（株）アーテック ●

〒 270-0132 TEL： 04-7154-1441

流山市駒木５２７番地の７２

代表者： 代表取締役 松下　英治

フォーユー 2030002060293 なし ● ●

（有）フォーユー ●

〒 285-0859 TEL： 043-375-1522

佐倉市南ユーカリが丘９番地１、３０号

代表者： 取締役 塩田　芳享

ランタンフィルム 4011001071587 なし ●

（株）ランタンフィルム ●

〒 270-0035 TEL： 047-700-5466

松戸市新松戸南一丁目３０２番地

代表者： 代表取締役 山本　憲一郎
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ムサシイメージジョウホウ 6010601042731 なし ● ●

ムサシ・イメージ情報（株）
〒 135-0062 TEL： 03-6228-4056

東京都江東区東雲一丁目７番１２号

代表者： 代表取締役 小野　丞

ウエスコ 4260001000622 トウキョウシシャ ● ●

（株）ウエスコ （株）ウエスコ　東京支社 ● ●

〒 700-0033 TEL： 086-254-2111 〒 273-0005 TEL： 047-460-7255

岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 船橋市本町三丁目３６番２８号　ホーメスト船橋ビル 山崎　知之

代表者： 代表取締役社長 松原　利直

ハッシュウ 1010601035005 チバシシャ ● ●

（株）八州 （株）八州　千葉支社 ●

〒 135-0042 TEL： 03-5646-1901 〒 262-0033 TEL： 043-350-3551

東京都江東区木場５丁目８番４０号 千葉市花見川区幕張本郷一丁目２番２４号 加藤　超樹

代表者： 代表取締役 武部　泰三
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アールエスケイプロビジョン 9260001002572 なし ● ●

（株）ＲＳＫプロビジョン ●

〒 700-0824 TEL： 086-201-5067

岡山県岡山市北区内山下一丁目１番５号

代表者： 代表取締役 井上　義夫

プラスミックシーエフピー 6010001079226 なし ●

（株）プラスミック・シーエフピー
〒 104-0033 TEL： 03-3523-9520

東京都中央区新川二丁目１２番１５号

代表者： 代表取締役 増谷　冨美雄

ヤマグチシネマ 9010001056156 なし ●

（株）山口シネマ ●

〒 101-0032 TEL： 03-5839-2721 ●

東京都千代田区岩本町一丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 山口　良成

サムシングファン 7120901022181 トウキョウオフィス ●

（株）サムシングファン （株）サムシングファン　東京オフィス

〒 541-0047 TEL： 06-4303-3111 〒 105-0004 TEL： 03-6206-1400

大阪府大阪市中央区淡路町一丁目六番二号 東京都港区新橋二丁目三番七号菊豊ビル六階 淀川　茂

代表者： 代表取締役 薮本　直樹

エヌエイチケイエデュケーショナル 4011001003978 なし ● ●

（株）エヌエイチケイエデュケーショナル ●

〒 150-0042 TEL： 03-3462-8122 ●

東京都渋谷区宇田川町７番１３号

代表者： 代表取締役社長 掛川　治男

カンコウ 1120001007221 トウキョウシテン ● ●

（株）かんこう （株）かんこう　東京支店 ●

〒 536-0006 TEL： 06-6935-6920 〒 101-0047 TEL： 03-5283-9156

大阪府大阪市城東区野江一丁目１２番８号 東京都千代田区内神田１丁目４番９号　松苗ビル 藤井　浩一

代表者： 代表取締役 越村　雅人

サクラエイガシャ 9011001008980 なし ● ●

（株）桜映画社 ●

〒 111-0053 TEL： 03-5846-9100

東京都台東区浅草橋五丁目４番１号

代表者： 代表取締役 村山　憲太郎

トウエイ 6010001034866 なし ●

東映（株） ●

〒 104-8108 TEL： 03-3535-3631

東京都中央区銀座三丁目２番１７号

代表者： 代表取締役 多田　憲之

ナカニホンコウクウ 3180001031924 トウキョウシシャ ● ● ●

中日本航空（株） 中日本航空（株）　東京支社 ● ●

〒 480-0202 TEL： 0568-28-4851 〒 104-0031 TEL： 03-3567-6310 ●

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 東京都中央区京橋３丁目７番５号 加藤　幸洋

代表者： 代表取締役社長 柴田　拓
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イルージョン 2010001083207 なし ●

（株）イルージョン ●

〒 112-0014 TEL： 03-5155-4388

東京都文京区関口１丁目４２番地７号　　ＩＬＬＵＳＩＯＮ　ＢＬＤＧ

代表者： 代表取締役 高田　哲明

ニッケイエイゾウ 4010001025727 なし ● ●

（株）日経映像
〒 103-0025 TEL： 03-3639-2978

東京都中央区日本橋茅場町二丁目６番１号　日経茅場町別館

代表者： 代表取締役社長 太田　孝

ニッポンコクサイホウソウ 2011001056152 なし ●

（株）日本国際放送
〒 150-0041 TEL： 03-3464-8911

東京都渋谷区神南一丁目１９番４号

代表者： 代表取締役社長 冷水　仁彦

ケイセイエージェンシー 7010601024893 なし ●

（株）京成エージェンシー ●

〒 110-0003 TEL： 03-5808-7520 ●

東京都台東区根岸２丁目２２番１号

代表者： 代表取締役社長 井出　明彦

スイドウサンギョウシンブンシャ 5120001065389 トウキョウホンシャ ● ●

（株）水道産業新聞社 （株）水道産業新聞社　東京本社 ●

〒 531-0072 TEL： 06-6373-3603 〒 105-0003 TEL： 03-6435-7644

大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 東京都港区西新橋３丁目５番２号 宮澤　基之

代表者： 代表取締役 西原　一裕

エルグベンチャーズ 9013201001071 なし ● ●

（株）エルグベンチャーズ
〒 153-0061 TEL： 03-3760-8161

東京都目黒区中目黒一丁目１番４５号　ＡＳ　ＯＮＥ中目黒３Ｆ

代表者： 代表取締役 吉田　光孝

フジテレビジョン 5010401078381 ソウゴウジギョウキョク ● ●

（株）フジテレビジョン （株）フジテレビジョン　総合事業局 ● ●

〒 137-8088 TEL： 03-5500-8888 〒 137-8088 TEL： 03-5500-9567

東京都港区台場二丁目４番８号 東京都港区台場二丁目４番８号 宇津井　隆

代表者： 代表取締役社長 遠藤　龍之介

コニカミノルタプラネタリウム 7120001105548 なし ● ●

コニカミノルタプラネタリウム（株）
〒 170-8630 TEL： 03-5985-1711

東京都豊島区東池袋３丁目１番３号　

代表者： 取締役社長 持田　啓介

マイニチエイガシャ 9010001029962 なし ●

（株）毎日映画社
〒 101-0062 TEL： 03-3518-4111

東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地

代表者： 代表取締役社長 宮嶋　極
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テレビアサヒエイゾウ 5010401018924 なし ● ●

テレビ朝日映像（株） ●

〒 106-0032 TEL： 03-3587-8111

東京都港区六本木１丁目１番１号

代表者： 代表取締役 村尾　尚子

シーエヌインターボイス 6010001120773 なし ●

（株）ＣＮインターボイス
〒 103-0004 TEL： 03-5847-2900

東京都中央区東日本橋三丁目３番１５号

代表者： 代表取締役 多部田　一郎

コクサイマイクロシャシンコウギョウシャ 1011101007287 なし ● ●

（株）国際マイクロ写真工業社
〒 162-0833 TEL： 03-3260-5931

東京都新宿区箪笥町４番地３

代表者： 代表取締役 森松　義喬

エヌエイチケイグローバルメディアサービス 5011001003977 なし ● ●

（株）ＮＨＫグローバルメディアサービス ●

〒 150-0047 TEL： 03-5454-3853 ●

東京都渋谷区神山町９番２号

代表者： 代表取締役 正野　元也

チュウオウコウギョウ 9030001044150 なし ● ●

中央航業（株）
〒 362-0051 TEL： 048-780-1088

埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７

代表者： 代表取締役 小池　盛文

ポニーキャニオン 5010401035036 なし ●

（株）ポニーキャニオン ●

〒 106-8487 TEL： 03-6230-9707

東京都港区六本木一丁目５番１７号

代表者： 代表取締役社長 吉村　隆

ケイプロビジョン 3010401035178 なし ● ●

（株）Ｋプロビジョン ●

〒 107-0052 TEL： 03-5574-7210

東京都港区赤坂四丁目１３番１３号

代表者： 代表取締役社長 中嶋　望

ジャパンフッテージ 7010401073777 なし ● ●

ジャパンフッテージ（株） ● ●

〒 105-0014 TEL： 03-3452-2711 ●

東京都港区芝三丁目１２番１号いちご芝公園ビル８階

代表者： 代表取締役 北尾　泰博

チュウロクシンシャ 9010001050159 なし ●

（株）中録新社
〒 104-0041 TEL： 03-3553-2831

東京都中央区新富一丁目１５番３号　

代表者： 代表取締役 寺内　勝英
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カガソルネット 1010001087332 なし ●

加賀ソルネット（株） ● ● ●

〒 104-0032 TEL： 03-5931-0126 ●

東京都中央区八丁堀３丁目２７番１０号

代表者： 代表取締役社長 池田　光仁

アフロ 2010001055098 なし ●

（株）アフロ ●

〒 104-0045 TEL： 03-3546-0900 ●

東京都中央区築地四丁目１番１７号

代表者： 代表取締役 青木　紘二

ヨシモトコウギョウ 2120001126730 なし ●

吉本興業（株） ●

〒 160-0022 TEL： 06-6643-1122

東京都新宿区新宿５丁目１８番２１号

代表者： 代表取締役 岡本　昭彦

エヌエイチケイサービスセンター 8011005000167 なし ●

（一財）ＮＨＫサービスセンター
〒 150-8328 TEL： 03-3464-1687

東京都渋谷区宇田川町４１番１号

代表者： 理事長 竹村　範之

ティビーエススパークル 7010401139405 なし ● ●

（株）ＴＢＳスパークル ●

〒 107-8002 TEL： 03-3505-7350

東京都港区赤坂５丁目３番６号

代表者： 代表取締役社長 阿部　龍二郎

スペースラボ 2011001062539 なし ●

スペースラボ（株）
〒 150-0043 TEL： 03-5728-5411

東京都渋谷区道玄坂２‐１０‐７新大宗ビル１号館６Ｆ６０１号

代表者： 代表取締役 柴原　誉幸

030

031

032

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R1/10/1》

希望業種

等級

営業所

登録番号
処理
区分

2 02 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

033

034

035



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

カンタナジャパン 4010001161480 なし ●

（株）カンタナジャパン
〒 113-0033 TEL： 03-5689-1006

東京都文京区本郷三丁目２８番１２号

代表者： 代表取締役社長 三浦　剛

スリーエーコウボウ 1011101010761 なし ●

（株）スリーエー工房
〒 160-0008 TEL： 03-3357-0657

東京都新宿区三栄町９番地ホームスビル３階

代表者： 代表取締役 河崎　一志

ファインドアクティブラーナー 3011101074004 なし ● ●

（株）Ｆｉｎｄアクティブラーナー
〒 163-0810 TEL： 03-5908-1425

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

代表者： 代表取締役 永井　充

トウキョウシネビデオ 7011201011927 なし ●

東京シネ・ビデオ（株）
〒 164-0001 TEL： 03-5342-5381

東京都中野区中野二丁目１３番２１号

代表者： 代表取締役 横川　幸彦

ライフドキュメンタリー 3020001085192 なし ●

（株）ライフドキュメンタリー ●

〒 231-0006 TEL： 045-323-9205 ●

神奈川県横浜市中区南仲通４‐４３　馬車道大津ビル３０３号室

代表者： 代表取締役 齋藤　克彦

フライト 4010401123618 なし ● ●

（株）ＦＬＩＧＨＴＳ
〒 140-0001 TEL： 03-5860-1023 ●

東京都品川区北品川一丁目９番２号　ＴＯＫＹＯ　ＹＢビル２階

代表者： 代表取締役 峠下　周平

キラキラファンデーション 5011001072790 なし ●

（株）キラキラファンデーション
〒 150-0011 TEL： 03-5468-8260

東京都渋谷区東三丁目８番２５号

代表者： 代表取締役 宮野　貴之

セイビンエイゾウケンキュウジョ 5011402005085 なし ●

（有）セイビン映像研究所
〒 173-0036 TEL： 03-3973-6724

東京都板橋区向原２丁目６番１１号

代表者： 代表取締役 臼井　令子

ロントラ 9011001072218 なし ●

ロントラ（株） ●

〒 150-0013 TEL： 03-6455-6875

東京都渋谷区恵比寿三丁目７番１７号Ｍ２ビル１階

代表者： 代表取締役 西村　佳之
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ムラカミタカヨシシャシンエイゾウコウボウ － なし ●

村上岳愛写真映像工房
〒 110-0001 TEL： 090-6538-3242 ●

東京都台東区谷中３丁目１０番１５号

代表者： 代表 村上　岳愛

サイクロイド 7020001055828 なし ● ●

（株）サイクロイド ●

〒 150-0001 TEL： 03-6450-5724

東京都渋谷区神宮前５丁目２８番地２号　シャンブル神宮前３０７

代表者： 代表取締役 小松　秀樹

スカイフォトサービス 6110001018347 なし ●

（株）スカイフォトサービス
〒 950-0925 TEL： 025-286-8932

新潟県新潟市中央区弁天橋通１丁目２３番１０号

代表者： 代表取締役 大滝　充司
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