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コウヨウコウサン 2040001050567 なし ●

光洋興産（株）
〒 292-0015 TEL： 0438-41-4731

木更津市本郷一丁目１２番２０号

代表者： 代表取締役 松井　伸一郎

ハシモトデンギョウシャ 7040001006168 なし ●

（株）橋本電業社
〒 262-0045 TEL： 043-259-8415

千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号

代表者： 代表取締役 橋本　淳

コイケデンキ 9040001020704 なし ●

（株）小池電機
〒 276-0047 TEL： 047-450-7434

八千代市吉橋１７８０番地

代表者： 代表取締役 小池　豊彦

サンワデンセツ 9040001054784 なし ●

（株）三和電設
〒 290-0006 TEL： 0436-43-3555

市原市若宮一丁目１１番地１１

代表者： 代表取締役 南山　和也

オオサキデンセツ 3040001053668 なし ●

大崎電設（株）
〒 290-0069 TEL： 0436-43-2611 ●

市原市八幡北町一丁目１１番地４

代表者： 代表取締役 武田　一衛

コウエイデンセツコウギョウ 2040001002205 なし ●

（株）光栄電設工業
〒 264-0032 TEL： 043-255-1811

千葉市若葉区みつわ台四丁目３５番６号

代表者： 代表取締役 好地　宏

イケダケンセツコウギョウ 4040001000495 なし ● ● ●

池田建設工業（株） ●

〒 261-0011 TEL： 043-278-5111

千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 池田　潔

カスガデンセツ 9040001058109 なし ●

（株）春日電設
〒 289-1805 TEL： 0475-86-2174

山武市蓮沼ニの１８６０番地

代表者： 代表取締役 橋本　セイ子

イワタサンギョウ 2040001000712 なし ●

岩田産業（株）
〒 263-0005 TEL： 043-259-7266

千葉市稲毛区長沼町３３５番地

代表者： 代表取締役 岩田　晋
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セキテッコウショ 1040002101205 なし ●

（有）関鉄工所
〒 299-5503 TEL： 04-7094-0361

鴨川市天津１４０２番地１

代表者： 取締役 関　一惠

カワキュウセツビコウギョウ 6040001058111 なし ● ●

川久設備工業（株） ●

〒 289-1512 TEL： 0479-85-7774

山武市松尾町八田２４４０番地１

代表者： 代表取締役 川嶋　雅夫

エノモトケンチクセッケイジムショ 5040001001014 なし ●

（株）榎本建築設計事務所
〒 260-0854 TEL： 043-227-9345

千葉市中央区長洲二丁目８番５号

代表者： 代表取締役所長 榎本　雅夫

コウワテクノス 4040001053915 なし ●

（株）佼和テクノス
〒 299-0117 TEL： 0436-75-3507

市原市能満２１４３番地７５

代表者： 代表取締役 神田　眞一

コイソデンキコウギョウ 4040001074176 なし ●

（株）小磯電気工業
〒 296-0032 TEL： 04-7092-0325

鴨川市花房５５番地１

代表者： 代表取締役 黒木　健一

ショウジコウギョウ 4040001057206 なし ● ●

庄司工業（株）
〒 283-0811 TEL： 0475-54-3451

東金市台方２０７８番地

代表者： 代表取締役 宇津木　孝次

トウヨウデンキコウジ 2040001005397 なし ●

東陽電気工事（株）
〒 260-0033 TEL： 043-246-4411

千葉市中央区春日一丁目１１番９号

代表者： 代表取締役 佐藤　完治

チュウオウキョウイクキキ 1040001004458 なし ●

中央教育機器（株） ●

〒 263-0012 TEL： 043-255-7111 ●

千葉市稲毛区萩台町５０７番３３

代表者： 代表取締役 見留　哲男

チバセツビジムショ 1040001059312 なし ●

（株）チバ設備事務所
〒 297-0012 TEL： 0475-23-1177

茂原市六ツ野７８５番地

代表者： 代表取締役 小柴　輝美

013

014

015

010

011

012

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 04 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

016

017

018



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

ウラデン 2040001029297 なし ●

（株）ウラデン
〒 279-0004 TEL： 047-355-2901 ●

浦安市猫実三丁目１８番２４号

代表者： 代表取締役 朝生　勇

テックナカムラ 8040001036206 なし ● ●

（株）テックナカムラ
〒 271-0077 TEL： 047-366-1771

松戸市根本６１番地３

代表者： 代表取締役 中村　達

フジシステムボウサイ 1040001006586 なし ●

富士システム防災（株）
〒 264-0028 TEL： 043-233-5058 ●

千葉市若葉区桜木三丁目８番３７号

代表者： 代表取締役 秋葉　幹夫

ミツイイーアンドエステッコウエンジニアリング 8040001073133 なし ●

（株）三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング
〒 261-7129 TEL： 043-351-9215

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト棟２９階

代表者： 代表取締役社長 松田　篤

エスアイシー 4040001011311 なし ●

（株）エス・アイ・シー ●

〒 260-0025 TEL： 043-301-8822 ●

千葉市中央区問屋町１番３５号

代表者： 代表取締役 麻見　浩史

ウラヤスボウサイ 7040001029276 なし ●

（株）浦安防災
〒 279-0041 TEL： 047-351-6526

浦安市堀江一丁目５番３号

代表者： 代表取締役 河野　晃一郎

キョウユウデンセツ 7040001035233 なし ●

（株）協雄電設
〒 270-2218 TEL： 047-384-7288

松戸市五香西五丁目４０番地の１

代表者： 代表取締役 吉江　哲雄

サクラセツビ 7040001014468 なし ●

（株）サクラ設備 ●

〒 275-0002 TEL： 047-476-2511

習志野市実籾２丁目４１番２１号

代表者： 代表取締役 岩井　健

ヨシダボウサイ 9040001064668 なし ●

吉田防災（株）
〒 260-0833 TEL： 043-264-6903

千葉市中央区稲荷町二丁目７番２４号

代表者： 代表取締役 吉田　保夫
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スイゴウデンキ 3040001063964 なし ●

（株）水郷電機
〒 289-0313 TEL： 0478-82-2722

香取市小見川７５０番地

代表者： 代表取締役 鎌形　正雄

カントウショウボウキザイ 1040001001439 なし ●

（株）関東消防機材
〒 264-0002 TEL： 043-237-5131

千葉市若葉区千城台東三丁目２番９号

代表者： 代表取締役 松本　好司

チバセイコウエンジニアリング 2040001073865 なし ● ●

千葉精工エンジニアリング（株）
〒 294-0015 TEL： 0470-22-2210

館山市古茂口１９９番地の１

代表者： 代表取締役 安西　貴之

ヘイワボウサイ 6040001006796 なし ●

平和防災（株）
〒 263-0001 TEL： 043-257-4330

千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２

代表者： 代表取締役 佐藤　宣仁

エヌケイサンギョウ 2040001011593 なし ● ● ● ●

エヌケイ産業（株）
〒 262-0012 TEL： 043-286-2960

千葉市花見川区千種町３５１番地２３

代表者： 代表取締役 磯部　淳一

ウラヤスデンセツ 6040001016795 なし ●

浦安電設（株）
〒 273-0018 TEL： 047-434-2310

船橋市栄町二丁目３番９号

代表者： 代表取締役 小林　隆逸

ダイエックス 6040001035944 なし ● ●

（株）ダイエックス
〒 270-2231 TEL： 047-361-3000

松戸市稔台七丁目７番地の１３井上ビル２階

代表者： 代表取締役 伊藤　喜代司

ダイイチクウチョウ 1040001042986 なし ●

第一空調（株）
〒 286-0045 TEL： 0476-22-6125

成田市並木町１６１番地の７７

代表者： 代表取締役 岩本　孟也

エッチュウデンキコウギョウ 8040001017296 なし ●

越中電気工業（株） ●

〒 273-0021 TEL： 047-431-6366 ●

船橋市海神５丁目１番１１号

代表者： 代表取締役 冨田　明美
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タカオカデンキテン 4040001042991 なし ●

（株）高岡電機店 ●

〒 286-0134 TEL： 0476-22-2728

成田市東和田２０１番地

代表者： 代表取締役 高岡　公代

サクラエンジニアリング 9040001046781 なし ●

さくらエンジニアリング（株） ●

〒 285-0812 TEL： 043-486-5311

佐倉市六崎１５２５番地１１

代表者： 代表取締役 坂上　敏男

チバケンデンキホシュキョウカイ 5040001050746 なし ●

（株）千葉県電気保守協会
〒 292-0067 TEL： 0438-20-6221

木更津市中央一丁目１６番１２号

代表者： 代表取締役 得永　克之

ソウワネツガクコウギョウ 8040001050685 なし ● ●

綜和熱学工業（株）
〒 292-0823 TEL： 0438-37-0878

木更津市桜井新町二丁目４番地１６

代表者： 代表取締役 和田　啓

キョウワセツビコウギョウ 1040002099324 なし ●

共和設備工業（有）
〒 294-0012 TEL： 0470-20-3050

館山市稲１９０番地１

代表者： 代表取締役 内藤　達也

デンキサンギョウ 3040001026946 なし ●

（株）電機産業
〒 272-0023 TEL： 047-378-4101

市川市南八幡一丁目２４番１２号

代表者： 代表取締役社長 緑川　竜

ヒラノデンセツ 7040001043178 なし ●

（株）平野電設
〒 286-0846 TEL： 0476-26-8263

成田市松崎２６４番地

代表者： 代表取締役 平野　伸一

カマダデンキ 7040001074405 なし ●

（株）鎌田電機
〒 299-5503 TEL： 04-7094-0202

鴨川市天津１０８７番地

代表者： 代表取締役 鎌田　浩茂

キョクトウサービス 3040001020651 なし ●

極東サービス（株）
〒 276-0022 TEL： 047-482-1411 ●

八千代市上高野１８２３番地の１

代表者： 代表取締役 島田　直弥
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トサコウギョウ 9040001021818 なし ● ● ●

土佐工業（株） ●

〒 274-0812 TEL： 047-449-7305

船橋市三咲四丁目１１番６号

代表者： 代表取締役 柴田　久恵

ヨシダコウギョウ 4040001057627 なし ● ● ●

（株）吉田工業
〒 299-3251 TEL： 0475-72-2161

大網白里市大網４５０番地１１

代表者： 代表取締役 吉田　貴

ソニックセツビコウギョウ 1040001017716 なし ● ● ●

ソニック設備工業（株）
〒 274-0825 TEL： 047-406-4080

船橋市前原西四丁目１７番１５号

代表者： 代表取締役 中屋　賢弘

エアーライブ 2040001044593 なし ●

（株）エアーライブ
〒 270-1337 TEL： 0476-37-5530

印西市草深１２４０番地２５

代表者： 代表取締役 酢崎　智章

コミネデンギョウ 5040001002474 なし ●

小峯電業（株）
〒 264-0036 TEL： 043-290-0038

千葉市若葉区殿台町１２７番地１

代表者： 代表取締役 小峯　健一

コウゴキリョクコウギョウ 6040001061098 なし ● ●

向後汽力工業（株）
〒 289-2108 TEL： 0479-74-0001

匝瑳市大寺１２４０番地３

代表者： 代表取締役 向後　恵理子

コウユウジュウキ 2040001065565 なし ●

（株）公友住機
〒 277-0051 TEL： 04-7175-1711

柏市加賀三丁目２番１号

代表者： 代表取締役 中村　均

シミズショウカイ 7040001003223 なし ●

（株）清水商会
〒 260-0807 TEL： 043-266-6131 ● ●

千葉市中央区松ケ丘町６３５番地

代表者： 代表取締役 清水　博

オカザキセツビコウギョウ 2040001053677 なし ●

岡崎設備工業（株） ●

〒 290-0051 TEL： 0436-22-6211 ●

市原市君塚１丁目８番地６

代表者： 代表取締役 佐久間　常壽
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ショウシンデンキコウジ 7040001003306 なし ●

昌信電機工事（株）
〒 260-0842 TEL： 043-265-4205 ●

千葉市中央区南町３丁目１１番９号

代表者： 代表取締役 宍倉　信尊

イトウセツビコウギョウ 5040001042702 なし ● ●

伊藤設備工業（株）
〒 286-0118 TEL： 0476-35-0230

成田市本三里塚９１番地

代表者： 代表取締役 伊藤　康兼

ツカサキコウ 8040001004963 なし ● ●

司機工（株） ●

〒 264-0026 TEL： 043-255-2661

千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号

代表者： 代表取締役 反町　俊彦

チバノーミ 3040001061159 なし ●

千葉ノーミ（株）
〒 289-2146 TEL： 0479-73-2236

匝瑳市八日市場ホの７９９番地の１

代表者： 代表取締役 村井　昭之

オトワデンキ 7040001074966 なし ●

（株）音羽電機
〒 299-4624 TEL： 0470-87-6102

いすみ市岬町鴨根９３４番地

代表者： 代表取締役 久保田　榮

サンキコーポレーション 7040001002613 なし ●

（株）サンキコーポレーション
〒 261-0011 TEL： 043-278-2133

千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号

代表者： 代表取締役 佐藤　忠禎

フルハシコウギョウ 2040001018606 なし ● ● ● ●

古橋工業（株） ●

〒 273-0853 TEL： 047-448-3624

船橋市金杉４丁目５番１８号

代表者： 代表取締役 古橋　久治

マエダコウギョウ 6040001018692 なし ● ● ●

まえだ興業（株） ●

〒 273-0048 TEL： 047-438-8151 ●

船橋市丸山四丁目１２番１０号

代表者： 代表取締役 前田　進

オリエンタルコウギョウ 3040001028042 なし ● ●

オリエンタル工業（株） ●

〒 273-0131 TEL： 047-444-2030

鎌ヶ谷市軽井沢２０６０番地の９

代表者： 代表取締役 前田　久行
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キョウドウケンセツ 8040001051626 なし ● ● ●

（株）協同建設 ●

〒 299-1173 TEL： 0439-53-1377

君津市外箕輪二丁目２４番３号

代表者： 代表取締役 鶴岡　慎一郎

マエハラスポーツ 2040001018696 なし ●

（株）前原スポーツ
〒 274-0825 TEL： 047-477-1762

船橋市前原西７丁目１番２１号

代表者： 代表取締役 天野　量豊

セントグリーンコウギョウ 1040001003757 なし ●

千都グリーン工業（株）
〒 264-0023 TEL： 043-214-1717 ●

千葉市若葉区貝塚町５７９番地の１

代表者： 代表取締役 高田　宏

フジコウギョウ 2040001018226 なし ● ●

不二公業（株）
〒 273-0854 TEL： 047-438-2511 ●

船橋市金杉町８９３番地の１

代表者： 代表取締役 小原　智

メイセイコウギョウ 6040001007448 なし ●

明正工業（株）
〒 266-0026 TEL： 043-268-3421

千葉市緑区古市場町４７４番地５３

代表者： 代表取締役 高山　篤史

シンワアセント 1040001003451 なし ● ●

（株）信和アセント
〒 260-0007 TEL： 043-227-6431

千葉市中央区祐光一丁目３４番８号

代表者： 代表取締役 伊原　寛

ロッコウデンキコウギョウ 7040001051016 なし ●

六幸電気工業（株）
〒 292-0807 TEL： 0438-36-1252

木更津市請西南五丁目２５番地１８

代表者： 代表取締役 嶋野　貞雄

ワコウセツビ 8040001062508 なし ●

和光設備（株） ●

〒 288-0043 TEL： 0479-23-3245

銚子市東芝町１番地の７

代表者： 代表取締役 小倉　和俊

ソウエイケンセツ 3040001041838 なし ●

（株）荘栄建設
〒 270-0157 TEL： 04-7159-9000

流山市平和台四丁目７８番地の１０

代表者： 代表取締役 今野　敏昭
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ナンソウデンキ 1040001050832 なし ●

南総電機（株） ●

〒 292-0801 TEL： 0438-37-0031

木更津市請西一丁目１０番２８号

代表者： 代表取締役 近藤　雅文

フィデス 8040001003321 なし ●

フィデス（株）
〒 267-0054 TEL： 043-295-1151

千葉市緑区大高町４０番地１５

代表者： 代表取締役 細矢　充

トウカイテクノサービス 3040001005173 なし ●

東海テクノサービス（株）
〒 263-0002 TEL： 043-424-8881

千葉市稲毛区山王町１４２番地の５

代表者： 代表取締役 大野　洋平

タカネデンギョウ 8040001017932 なし ●

（株）タカネ電業
〒 274-0064 TEL： 047-464-5262

船橋市松が丘四丁目１番２８号

代表者： 代表取締役 村上　由美子

エノモトデンキ 5040001051744 なし ● ● ● ●

榎本電機（株） ●

〒 293-0023 TEL： 0439-87-2736

富津市川名１４８９番地

代表者： 代表取締役 榎本　正夫

サンレイセツビ 2040002069937 なし ●

（有）三冷設備
〒 299-1147 TEL： 0439-54-6400

君津市人見１７１０番地４

代表者： 代表取締役 佐々木　公平

サンワボウサイ 9040002062828 なし ●

（有）三和防災
〒 285-0927 TEL： 043-496-0179

印旛郡酒々井町酒々井１５８６番地

代表者： 代表取締役 中台　誠

イトウスイドウ 3040001000587 なし ● ●

（株）伊藤水道 ●

〒 260-0031 TEL： 043-241-4335

千葉市中央区新千葉三丁目１４番１２号

代表者： 代表取締役 小林　大輔

フジソウビコウギョウ 3040001014736 なし ● ●

不二装備工業（株） ●

〒 275-0011 TEL： 047-477-2323 ●

習志野市大久保四丁目３番８号

代表者： 代表取締役 崎山　征雄

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 04 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

079

080

081

076

077

078

073

074

075



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

ホリウチボウサイ 8040001039704 なし ●

（株）堀内防災
〒 270-0111 TEL： 04-7152-1601

流山市江戸川台東一丁目５２番地

代表者： 代表取締役 堀内　茂希

ナラデン 5040001014676 なし ●

（株）ナラデン ●

〒 275-0001 TEL： 047-476-3311

習志野市東習志野四丁目１８番２７号

代表者： 代表取締役 安西　繁行

ダイナセツビ 6040002016646 なし ●

（有）ダイナ設備
〒 262-0019 TEL： 043-212-8590

千葉市花見川区朝日ヶ丘三丁目５番１７号

代表者： 取締役 吉野　茂男

ヒカリセツビ 9040001029910 なし ● ●

（株）光設備 ●

〒 279-0002 TEL： 047-351-1371

浦安市北栄二丁目１３番７号

代表者： 代表取締役 篠原　雅彦

ケイヨウシビルエンジニアリング 6040001002135 なし ●

京葉シビルエンジニアリング（株） ● ● ●

〒 260-0045 TEL： 043-284-8751

千葉市中央区松波一丁目１０番１０号

代表者： 代表取締役 鳥居　光俊

タカヤスケンセツ 1040001061730 なし ● ● ●

高安建設（株）
〒 289-2502 TEL： 0479-63-1231 ●

旭市琴田３２７８番地

代表者： 代表取締役 高安　太喜男

プロシード 6040001030144 なし ●

（株）プロシード
〒 279-0041 TEL： 047-351-4321

浦安市堀江５丁目１９番１５号

代表者： 代表取締役 大里　マユミ

ヤチヨシスイドウサービス 5040001021243 なし ● ●

（株）八千代市水道サービス ●

〒 276-0044 TEL： 047-485-6656

八千代市萱田町５９６番地１９

代表者： 代表取締役 加藤　幹郎

ハツトミスイドウセツビ 3040001031319 なし ●

（株）初富水道設備
〒 273-0102 TEL： 047-444-2741 ●

鎌ヶ谷市右京塚８番１１号

代表者： 代表取締役 長谷　誠
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サンワデンセツ 4040001038098 なし ●

（株）三和電設
〒 270-0162 TEL： 04-7158-4845

流山市木字膝丸前１０５番地１

代表者： 代表取締役 林　義璋

チトセボウサイシャ 3040001058188 なし ●

（株）千歳防災社
〒 260-0807 TEL： 043-268-3355

千葉市中央区松ヶ丘町３４番地７

代表者： 代表取締役 田中　孝治

イーアンドイーシステム 7040001003768 なし ●

Ｅ＆Ｅシステム（株）
〒 260-0843 TEL： 043-202-0119

千葉市中央区末広一丁目１番２号

代表者： 代表取締役 伊藤　和彦

ケイセイビルサービス 3010601012159 なし ● ● ●

京成ビルサービス（株）
〒 272-8510 TEL： 047-409-7500

市川市八幡三丁目３番１号

代表者： 代表取締役社長 澁谷　賢一

シバコウギョウ 1040001003204 なし ●

芝工業（株）
〒 260-0012 TEL： 043-225-5222

千葉市中央区本町三丁目３番１５号

代表者： 代表取締役 野口　恭男

チバシセツカンリセンター 7040005001751 なし ●

（株）千葉施設管理センター
〒 263-0001 TEL： 043-250-8533

千葉市稲毛区長沼原町３６３番地２

代表者： 代表取締役社長 並木　鷹男

チバカンコウジ 4040001004579 なし ● ● ●

（株）千葉管工事 ● ●

〒 262-0011 TEL： 043-258-0050

千葉市花見川区三角町８３番地

代表者： 代表取締役 関　一美

コガネセツビコウギョウ 2040002101311 なし ● ●

小金設備工業（株） ●

〒 294-0027 TEL： 0470-22-8082

館山市西長田３７０番地

代表者： 代表取締役 小金　好隆

セノー 9040001041601 なし ● ●

セノー（株）
〒 270-2214 TEL： 047-385-1111

松戸市松飛台２５０番地

代表者： 代表取締役 尾崎　徹也
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コマノセツビ 9040001041816 なし ●

（株）コマノ設備 ●

〒 270-0001 TEL： 047-343-4880

松戸市幸田一丁目１６０番地

代表者： 代表取締役 駒野　善信

キョウドウデンギョウシャ 1040001001744 なし ●

（株）協同電業社
〒 260-0855 TEL： 043-222-7937

千葉市中央区市場町８番８号

代表者： 代表取締役 長谷部　嘉昭

サムガワデンギョウ 9040001002818 なし ●

寒川電業（株）
〒 260-0832 TEL： 043-227-1202

千葉市中央区寒川町一丁目２２８番地

代表者： 代表取締役 角谷　智則

ダイワセツビコウギョウ 8040001004212 なし ●

大和設備工業（株）
〒 263-0016 TEL： 043-254-2323

千葉市稲毛区天台四丁目１番１２号

代表者： 代表取締役 金子　達也

トウショウデンキ 2040001046994 なし ● ●

（株）東照電気
〒 285-0037 TEL： 043-485-5427

佐倉市本町１１番地２

代表者： 代表取締役 林　善次

トウキョウガスライフバルチバ 4040001013803 なし ●

東京ガスライフバル千葉（株） ●

〒 261-0001 TEL： 043-204-4126 ●

千葉市美浜区幸町一丁目６番８号

代表者： 代表取締役 澤田　賢一

トータルエアーサービス 8040001005292 なし ●

トータルエアーサービス（株）
〒 263-0014 TEL： 043-207-1777

千葉市稲毛区作草部町１０１２番地５

代表者： 代表取締役 高橋　毅資

イシイクウチョウコウギョウ 1040001022518 なし ● ●

（株）石井空調工業
〒 274-0053 TEL： 047-457-9250

船橋市豊富町１４８０番地１１７

代表者： 代表取締役 石井　松雄

ヤマコウショウテン 2040002097723 なし ●

（有）山幸商店
〒 278-0037 TEL： 04-7122-3104

野田市野田６５３番地

代表者： 代表取締役 斉藤　幹雄
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アクセス 7040001042691 なし ● ●

（株）アクセス ●

〒 286-0107 TEL： 0476-32-9631

成田市堀之内５７０番地１７

代表者： 代表取締役 黒川　裕二

チバシンゴウサービス 9040001054264 なし ● ●

千葉信号サービス（株） ●

〒 290-0003 TEL： 0436-74-7711

市原市辰巳台東五丁目１１番１

代表者： 代表取締役 永原　康宏

ボウサイギジュツセンター 2040001006858 なし ●

防災技術センター（株）
〒 260-0821 TEL： 043-264-1182

千葉市中央区若草一丁目２０番１０号

代表者： 代表取締役 宮川　哲男

コムエル 6040001011202 なし ●

（株）コムエル
〒 273-0003 TEL： 047-429-8833

船橋市宮本二丁目１０番７号

代表者： 代表取締役 栗田　勝

アスト 6040001002589 なし ●

（株）アスト
〒 262-0011 TEL： 043-259-8651

千葉市花見川区三角町６４０番地１

代表者： 代表取締役 行木　祥和

マミヤデンキコウギョウ 4040001074110 なし ● ●

（株）間宮電気工業 ● ● ●

〒 299-2704 TEL： 0470-47-2135

南房総市和田町和田５８５番地

代表者： 代表取締役 間宮　大輔

マルヘイデンキ 7040001061428 なし ●

（株）丸平電気
〒 289-2231 TEL： 0479-75-0898

香取郡多古町飯笹７７番地１

代表者： 代表取締役 青木　拓也

アヅサデンキコウギョウ 2040001016618 なし ●

アヅサ電気工業（株） ●

〒 273-0011 TEL： 047-433-1061 ●

船橋市湊町三丁目７番１５号

代表者： 代表取締役社長 輪湖　信

エイド 2040001000836 なし ● ● ● ● ●

（株）エイド ● ●

〒 260-0021 TEL： 043-302-8001 ●

千葉市中央区新宿一丁目５番２３号

代表者： 代表取締役 齋藤　豊
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タイセイドボクセツビ 3040001059277 なし ● ●

大成土木設備（株）
〒 297-0052 TEL： 0475-24-1013 ●

茂原市上茂原２２番地の１

代表者： 代表取締役 石塚　稔康

ダイエイデンギョウシャ 9040001042987 なし ●

（株）大英電業社
〒 286-0033 TEL： 0476-22-5111

成田市花崎町７５８番地４

代表者： 代表取締役 小寺　眞澄

エノモトボウサイコウギョウ 7040001050397 なし ●

（株）エノモト防災工業
〒 292-0054 TEL： 0438-23-0119

木更津市長須賀６２７番地の２

代表者： 代表取締役 中村　誉人

モリカワサンギョウ 5040001007523 なし ●

森川産業（株） ● ●

〒 263-0014 TEL： 043-253-8045 ●

千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６

代表者： 代表取締役 黒川　恵史

ソウゴウデンセツ 5040002006458 なし ● ●

（有）綜合電設
〒 264-0015 TEL： 043-291-2242 ●

千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号

代表者： 代表取締役 宮下　賢一

サクラケンセツコウギョウ 4040001044939 なし ● ●

（株）サクラ建設工業
〒 289-0106 TEL： 0476-96-0718

成田市小野９１８番地

代表者： 代表取締役 櫻崎　衞

トーネツ 5040001005304 なし ●

トーネツ（株）
〒 263-0016 TEL： 043-256-1151

千葉市稲毛区天台三丁目１番３４号

代表者： 代表取締役 半田　実

フジソウケン 2040001006569 なし ●

富士総建（株） ●

〒 260-0842 TEL： 043-263-8585

千葉市中央区南町三丁目１１番１７号

代表者： 代表取締役 滝田　宇良

ケイヨウダイイチボウサイ 7040002026520 なし ●

（有）京葉第一防災
〒 273-0851 TEL： 047-438-1224

船橋市馬込町９３０番地５

代表者： 代表取締役 尾崎　昭生
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サービスデンキ 8040001014467 なし ● ●

サービス電機（株） ●

〒 275-0001 TEL： 047-475-0555

習志野市東習志野五丁目１８番１３号

代表者： 代表取締役 田村　茂

ニホンドライメンテナンス 8040001002141 なし ●

日本ドライメンテナンス（株）
〒 260-0024 TEL： 043-246-6737

千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号

代表者： 代表取締役 佐藤　金司

エヌエスコウギョウ 6040001063474 なし ● ● ●

エヌエス工業（株） ●

〒 287-0002 TEL： 0478-55-1211 ●

香取市北三丁目１２番地１０

代表者： 代表取締役 荻沼　征成

シンエイデンキ 9040002097072 なし ●

（有）新栄電気
〒 278-0022 TEL： 04-7122-6836

野田市山崎２７２１番地の２４

代表者： 代表取締役 中村　一雄

ニシタニデンキショウカイ 7040001062368 なし ●

（株）西谷電気商会
〒 288-0037 TEL： 0479-22-1496

銚子市北小川町２８１４番地の１

代表者： 代表取締役 西谷　武夫

チバアロー 7040001004543 なし ●

千葉アロー（株）
〒 260-0805 TEL： 043-261-5371

千葉市中央区宮崎町７０９番地の５

代表者： 代表取締役 鮫島　功一

ダイイチセントラルセツビ 2040001026699 なし ●

第一セントラル設備（株） ●

〒 272-0816 TEL： 047-332-5206

市川市本北方一丁目３５番５号

代表者： 代表取締役 深山　浩一

トウショウメンテナンス 4040001029824 なし ●

東松メンテナンス（株） ●

〒 279-0004 TEL： 047-351-8137 ●

浦安市猫実五丁目１８番２０号　ＫＯビル２階

代表者： 代表取締役 川田　裕一

エムイーエスファシリティーズ 3040001056167 なし ● ●

（株）ＭＥＳファシリティーズ ●

〒 290-0067 TEL： 0436-41-2150 ●

市原市八幡海岸通１番地

代表者： 代表取締役社長 中谷　勤
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スワダカンコウ 4040001026607 なし ● ●

（株）スワダ管工 ●

〒 272-0825 TEL： 047-373-3481

市川市須和田一丁目１１番１２号

代表者： 代表取締役 小笠原　誠次

トーコーサンギョウ 4040001005164 なし ●

（株）トーコー産業
〒 264-0017 TEL： 043-233-1141

千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２

代表者： 代表取締役 柏葉　淳

エクエコ 1040001065252 なし ●

（株）エクエコ
〒 277-0941 TEL： 04-7193-5893

柏市高柳８６３番地１

代表者： 代表取締役 小林　宏

ケイヨウプラントエンジニアリング 6040001026134 なし ● ● ●

京葉プラントエンジニアリング（株） ● ●

〒 272-0015 TEL： 047-314-1540 ●

市川市鬼高四丁目３番５号京葉ガスＦ市川ビル

代表者： 代表取締役社長 福本　英敏

ホクソウデンキサンギョウ 8040001018658 なし ●

北総電機産業（株）
〒 273-0033 TEL： 047-335-1331

船橋市本郷町７２０番地

代表者： 代表取締役 椎名　教泰

チュウオウニッカサービス 3040001004844 なし ● ●

中央日化サービス（株）
〒 262-0013 TEL： 043-259-2971

千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２

代表者： 代表取締役 山本　豊三

ケイヨウコウギョウ 1040002003905 なし ●

（有）京葉工業
〒 262-0012 TEL： 043-259-2611

千葉市花見川区千種町３３８番地の１１

代表者： 代表取締役 小山　嘉一

アサノサクセンカンコウ 3040001071050 なし ● ●

浅野さく泉管工（株） ● ●

〒 278-0004 TEL： 04-7125-5511

野田市横内４２番地１１

代表者： 代表取締役 浅野　泰泉

トヨダデンキ 9040001005531 なし ●

豊田電気（株）
〒 260-0042 TEL： 043-251-9151

千葉市中央区椿森五丁目４番６号

代表者： 代表取締役 岡本　浩二
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ヤマジ 9040001055386 なし ● ●

（株）山路
〒 290-0002 TEL： 0436-75-2242

市原市大厩９６５番地１

代表者： 代表取締役 山路　妙志

フジコウギョウ 5040001006541 なし ● ●

（株）富士工業
〒 260-0822 TEL： 043-266-7242

千葉市中央区蘇我五丁目２２番１１号

代表者： 代表取締役 小出　純子

ダイトウボウサイ 6040001004107 なし ● ●

大東防災（株）
〒 266-0005 TEL： 043-300-3119

千葉市緑区誉田町一丁目３２１番地３６

代表者： 代表取締役 森山　眞二

アオバツウシン 6040001000130 なし ●

アオバ通信（株）
〒 264-0028 TEL： 043-232-1220

千葉市若葉区桜木六丁目２１番１５号

代表者： 代表取締役 吉田　康彦

ヒガシニホンガス 6040001066700 なし ●

東日本ガス（株） ●

〒 270-1138 TEL： 04-7182-4175

我孫子市下ケ戸６０８番地‐１

代表者： 代表取締役 村松　俊二

タカオサンギョウ 7040002061105 なし ●

（有）タカオ産業 ●

〒 285-0845 TEL： 043-462-6677

佐倉市西志津八丁目１１番２０号

代表者： 代表取締役 高橋　三雄

サンコウデンギョウシャ 4040001017374 なし ●

（株）三晃電業社
〒 274-0061 TEL： 047-464-4231

船橋市古和釜町８６４番地９

代表者： 代表取締役 鈴木　幸三

チバケンショウボウセツビ 4040005000327 なし ●

千葉県消防設備（協）
〒 260-0005 TEL： 043-306-9321

千葉市中央区道場南一丁目９番地１５号

代表者： 理事長 小寺　眞澄

サンセイコウギョウ 9040001002702 なし ●

三成工業（株）
〒 264-0025 TEL： 043-232-3456

千葉市若葉区都賀三丁目３１番１０号

代表者： 代表取締役 鈴木　賢治
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ベイエレックス 4040001051588 なし ●

（株）ベイ・エレックス
〒 299-1161 TEL： 0439-57-0087

君津市北子安二丁目１６番３３号

代表者： 代表取締役 水口　優

キミデンコウギョウ 7040001051577 なし ● ● ●

キミデン工業（株） ●

〒 299-1161 TEL： 0439-52-3478 ●

君津市北子安一丁目１０番３３号

代表者： 代表取締役 内山　博

アワコウギョウ 1040001065153 なし ● ● ●

阿波工業（株）
〒 277-0065 TEL： 04-7176-0015

柏市光ケ丘二丁目２５番３号

代表者： 代表取締役 阿波　隆幸

チバテラオカ 9040001008427 なし ●

（株）千葉寺岡
〒 263-0041 TEL： 043-248-6300

千葉市稲毛区黒砂台一丁目２４番１号

代表者： 代表取締役 星野　勝弘

フタバクウチョウ 5040001006665 なし ●

二葉空調（株）
〒 260-0031 TEL： 043-250-2043

千葉市中央区新千葉三丁目１６番１３号

代表者： 代表取締役 小松　龍治

ハチヤショウジ 5040001006186 なし ●

（株）蜂谷商事
〒 285-0846 TEL： 043-312-3888

佐倉市上志津１１７２番地

代表者： 代表取締役 蜂谷　京子

ケイヨウガス 8040001026108 なし ● ●

京葉瓦斯（株） ● ●

〒 272-8580 TEL： 047-361-0211 ●

市川市市川南二丁目８番８号

代表者： 取締役社長 羽生　弘

オクトエンジニアリング 1040001022765 なし ●

（株）オクトエンジニアリング
〒 276-0025 TEL： 047-483-6601

八千代市勝田台南三丁目６番５号

代表者： 代表取締役 高橋　輝行

タケモリデンセツ 1040001017947 なし ●

竹森電設（株）
〒 274-0063 TEL： 047-464-3606

船橋市習志野台八丁目３２番１５号

代表者： 代表取締役 竹森　久男
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サヤマ 7040002078322 なし ● ● ●

（有）佐山 ●

〒 299-3203 TEL： 0475-77-2250

大網白里市四天木乙２８７４番地

代表者： 代表取締役 佐山　晋

ショウボウキザイセンター 2040001065771 なし ●

（株）消防機材センター
〒 277-0042 TEL： 04-7173-0581

柏市逆井一丁目６番１６号

代表者： 代表取締役 鈴木　孝道

ユタカセツビコウギョウショ 7040001073951 なし ● ●

（株）ユタカ設備工業所 ●

〒 294-0037 TEL： 0470-22-7235

館山市長須賀３３９番地３

代表者： 代表取締役 御子神　徳重

トーショーエンジニアリング 7040001047872 なし ●

トーショーエンジニアリング（株）
〒 285-0844 TEL： 043-464-0900

佐倉市上志津原６４番５

代表者： 代表取締役 山本　良治

オガワボウサイ 3040001035071 なし ●

（株）小川防災
〒 270-2221 TEL： 047-710-7776

松戸市紙敷一丁目１６番地３

代表者： 代表取締役 小川　一

ケイヨウケイエステック 8040001019219 なし ● ●

（株）京葉ＫＳテック
〒 273-0001 TEL： 047-425-1101

船橋市市場五丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 秋山　三男

ヨウコウサンギョウ 1040001007790 なし ●

洋廣産業（株）
〒 266-0005 TEL： 043-291-7512 ●

千葉市緑区誉田町二丁目２０番地３８４

代表者： 代表取締役 金井　洋夫

オオツカデンキセツビ 9040001071128 なし ●

大塚電気設備（株）
〒 278-0005 TEL： 04-7125-6171

野田市宮崎１３３番地

代表者： 代表取締役 大塚　賢治

ソウゴ 2040001054139 なし ●

（株）相互
〒 290-0044 TEL： 0436-22-5665

市原市玉前西二丁目８番地５

代表者： 代表取締役 川島　学
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フクイサービスコウギョウ 9040001006496 なし ●

福井サービス工業（株）
〒 260-0042 TEL： 043-252-2181

千葉市中央区椿森二丁目６番９号

代表者： 代表取締役 加藤　隆

アオキボウサイ 4040001016517 なし ●

青木防災（株）
〒 273-0047 TEL： 047-444-3511

船橋市藤原七丁目１８番１８号

代表者： 代表取締役 秋谷　美香

タカハシデンセツ 8040001017940 なし ●

（株）高橋電設
〒 274-0064 TEL： 047-466-3915

船橋市松が丘一丁目１５番１３号

代表者： 代表取締役 高橋　勝一郎

ハッコウデンキコウギョウ 8040001048011 なし ●

（株）八光電気工業
〒 289-1138 TEL： 043-445-5028

八街市用草１３２５番地

代表者： 代表取締役 中村　和彦

スイゴウデンセツ 4040001064482 なし ●

（株）水郷電設
〒 287-0022 TEL： 0478-59-3271

香取市大根６１７番地５

代表者： 代表取締役 根本　章博

オンエイシステム 5040001016895 なし ● ●

（株）音映システム ●

〒 273-0012 TEL： 047-431-2181

船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル

代表者： 代表取締役 田中　保生

オオキムセンデンキ 1040002021048 なし ●

（株）大木無線電気
〒 274-0816 TEL： 047-465-4186

船橋市芝山４丁目１８番１号

代表者： 代表取締役 大木　武士

キタハラボウサイ 4040001001650 なし ●

（株）北原防災
〒 260-0801 TEL： 043-264-5511

千葉市中央区仁戸名町７０２番地

代表者： 代表取締役 北原　剛志

ツダボウサイコウジテン 6040001018032 なし ●

（株）津田防災工事店
〒 273-0045 TEL： 047-431-6621

船橋市山手二丁目９番１８号

代表者： 代表取締役 日高　久貴
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サンショウレイネツ 4040001042884 なし ●

（株）サンショウ冷熱
〒 286-0115 TEL： 0476-35-1117

成田市西三里塚１番地の５９６

代表者： 代表取締役 相澤　正夫

エヌビーエスエンジニアリング 4040001029329 なし ●

エヌビーエスエンジニアリング（株）
〒 279-0012 TEL： 047-350-5675

浦安市入船四丁目１番１１号

代表者： 代表取締役 中村　一雄

トウヨウエレベータコウギョウ 6040001036298 なし ●

東洋エレベータ工業（株）
〒 270-2241 TEL： 047-344-8111

松戸市松戸新田２４番地の１２

代表者： 代表取締役 奥村　祐二

トミタデンキコウギョウ 9040001005515 なし ●

冨田電機工業（株） ●

〒 264-0007 TEL： 043-231-3415

千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０

代表者： 代表取締役 冨田　一郎

キムラケンセツコウギョウ 7040001017124 なし ● ●

木村建設工業（株） ●

〒 273-0031 TEL： 047-433-2311

船橋市西船四丁目１４番１２号

代表者： 代表取締役 木村　本治

ネオテック 5040001024345 なし ● ●

（株）ネオテック
〒 274-0816 TEL： 047-496-5570

船橋市芝山二丁目１４番２８号

代表者： 代表取締役 片岡　幸哉

エヌエーエーファシリティーズ 6040001044722 なし ● ●

（株）ＮＡＡファシリティーズ ● ●

〒 282-0011 TEL： 0476-32-8582

成田市三里塚字御料牧場１番地２

代表者： 代表取締役社長 荒井　伸

カンキョウテクノス 3040001001379 なし ●

環境テクノス（株）
〒 264-0028 TEL： 043-214-3961

千葉市若葉区桜木六丁目２番２号

代表者： 代表取締役 塚田　浩康

ケイヨウコウカン 1040001002073 なし ●

京葉工管（株） ●

〒 261-0002 TEL： 043-248-1472

千葉市美浜区新港１３９番地の２

代表者： 代表取締役 内藤　定雄
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フクイデンキ 8040001006497 なし ● ● ●

福井電機（株） ● ●

〒 260-8524 TEL： 043-241-6333

千葉市中央区問屋町１６番３号

代表者： 代表取締役 村杉　茂治

チバデンケン 3040001004794 なし ●

千葉電建（株）
〒 264-0015 TEL： 043-266-5625 ●

千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号

代表者： 代表取締役 小川　敬幸

アオキサンソショウテン 5040002100252 なし ●

（有）青木酸素商店
〒 299-2216 TEL： 0470-57-2670

南房総市久枝３４６番地

代表者： 代表取締役 青木　秀夫

トウアオイルコウギョウショ 5040001021012 なし ● ● ● ●

（株）東亜オイル興業所 ● ●

〒 276-0022 TEL： 047-485-7160 ●

八千代市上高野１７２８番地５

代表者： 代表取締役 安池　慎一郎

ボウサイトウカツカイゴショップ 7040001039374 なし ●

（株）ボウサイ東葛介護ショップ
〒 271-0064 TEL： 047-710-6591

松戸市上本郷３７６９番地

代表者： 代表取締役 道畑　勝美

カシワエレベータコウギョウ 3040001065408 なし ●

柏エレベータ工業（株）
〒 277-0033 TEL： 04-7172-0091

柏市増尾１６３番地

代表者： 代表取締役 大田　英紀

キョウリツデンセツ 1040001017154 なし ●

共立電設（株）
〒 273-0031 TEL： 047-431-6990

船橋市西船三丁目６番３号

代表者： 代表取締役 植草　宏介

タイシンテクノ 2040001020099 なし ●

（株）タイシン・テクノ
〒 273-0047 TEL： 047-439-5594

船橋市藤原三丁目２８番１９号

代表者： 代表取締役 神田　努

ブルーインテグ 5040001090940 なし ●

（株）ブルーインテグ
〒 272-0815 TEL： 047-302-8511

市川市北方三丁目１０番１７号

代表者： 代表取締役 久保　光司

194

195

196

191

192

193

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 04 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

197

198

199



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

アマラン 3040001000414 なし ● ● ● ● ●

（株）アマラン ● ● ●

〒 260-0851 TEL： 043-223-5583

千葉市中央区矢作町５４０番地４２

代表者： 代表取締役 立原　三男

ガンズコーポレーション 9040001033094 なし ● ●

（株）ガンズコーポレーション ●

〒 279-0013 TEL： 047-352-6342 ●

浦安市日の出五丁目３番Ｃー３０５号　セレナヴィータ新浦安

代表者： 代表取締役 田仲　純一郎

ムロヤトーヨージュウキ 3040002036944 なし ●

（有）室谷トーヨー住器
〒 272-0821 TEL： 047-318-3605

市川市下貝塚三丁目２１番１９号

代表者： 代表取締役 室谷　則明

ヤマニデンキ 1040001062530 なし ●

（株）山二電機
〒 288-0801 TEL： 0479-22-0161

銚子市唐子町２９番地の９

代表者： 代表取締役 高瀬　幸雄

シントシンデンセツ 7040001039341 なし ●

（株）新都心電設
〒 270-2241 TEL： 090-1668-5817

松戸市松戸新田６１８番地１９

代表者： 代表取締役 長島　誠一
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チバボイラ 6040001004866 なし ● ●

（株）千葉ボイラ
〒 260-0003 TEL： 043-224-1666

千葉市中央区鶴沢町１１番１１号

代表者： 代表取締役 斎藤　隆

ユウシンデンキ 7040001027841 なし ●

友信電気（株）
〒 272-0021 TEL： 047-321-1208 ●

市川市八幡三丁目２９番２５号

代表者： 代表取締役 五十嵐　治美

マエカワデンキカンリジムショ － なし ●

前川電気管理事務所
〒 270-1153 TEL： 04-7184-0313

我孫子市緑２丁目１０番１４号

代表者： 前川　道夫

オオシマデンキカンリジムショ － なし ●

大島電気管理事務所
〒 277-0852 TEL： 04-7145-0332

柏市旭町六丁目１番４７号

代表者： 代表 大島　智明

カタオカデンキカンリジムショ － なし ●

片岡電気管理事務所
〒 271-0063 TEL： 047-361-7983

松戸市北松戸２丁目１６番地の７　　サーパス北松戸２０５号

代表者： 代表者　 片岡　秀夫

イチカワボウサイサンギョウ 4040001025542 なし ●

市川防災産業（株）
〒 272-0825 TEL： 047-371-0031

市川市須和田１丁目２１番６号

代表者： 代表取締役 後藤　葉子

ハマダデンギョウシャ 1040002099704 なし ●

（有）濱田電業社
〒 294-0036 TEL： 0470-22-6375

館山市館山１４２６番地の２

代表者： 代表取締役 濱田　正道

セキシタデンキカンリジムショ － なし ●

関下電気管理事務所
〒 285-0926 TEL： 043-496-5780

印旛郡酒々井町本佐倉２６３番地３８

代表者： 関下　昇

タケダケンソウ 7040001036066 なし ●

武田建装（株） ●

〒 270-2218 TEL： 047-384-2248

松戸市五香西一丁目３３番地の２９

代表者： 代表取締役 武田　昌也
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カントウデンキホアンカンリジムショ － なし ●

関東電気保安管理事務所
〒 277-0034 TEL： 04-7107-0425

柏市藤心９３２番地７１

代表者： 松田　正太郎

サイトウセツビ 4040001042868 なし ●

（株）斉藤設備 ●

〒 286-0037 TEL： 0476-27-2141

成田市橋賀台一丁目４５番地の１

代表者： 代表取締役 齊藤　菜緒子

カツシカデンコウシャ 8040001025943 なし ●

（株）葛飾電工社
〒 272-0823 TEL： 047-337-9586

市川市東菅野五丁目１３番１５号

代表者： 代表取締役 田村　勝一

セイシンデンギョウシャ 6040001051941 なし ●

（株）誠進電業社
〒 299-1162 TEL： 0439-52-1794

君津市南子安一丁目１番２０号

代表者： 代表取締役 高橋　正広

オクヤマデンキカンリジムショ － なし ●

奥山電気管理事務所
〒 270-1165 TEL： 04-7182-0373

我孫子市並木９丁目５番７号

代表者： 代表 奥山　嗣夫

ショウワボウサイ 5040001017588 なし ●

昭和防災（株）
〒 274-0824 TEL： 047-474-0741

船橋市前原東二丁目２３番２号

代表者： 代表取締役 仲村　匡史

トシカンキョウ 9040001005473 なし ●

（株）都市環境
〒 260-0855 TEL： 043-224-2387

千葉市中央区市場町２番５号

代表者： 代表取締役 岩澤　正人

ツルオカケンセツコウギョウ 6040002023758 なし ●

（有）鶴岡建設工業
〒 273-0046 TEL： 047-439-1592

船橋市上山町３丁目６５１番地

代表者： 取締役 鶴岡　広幸

サクマソウゴウセツビ 6040001074100 なし ●

（株）佐久間総合設備 ●

〒 299-2712 TEL： 0470-47-3521

南房総市和田町海発１５３４番地の４

代表者： 代表取締役 佐久間　両清
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ナラシノトシカイハツセンター 8040001014665 なし ● ● ●

（株）習志野都市開発センター
〒 275-0016 TEL： 047-476-1611

習志野市津田沼三丁目５番１２号

代表者： 代表取締役 三橋　一夫

キタヌマデンセツ 9040002055030 なし ●

（有）北沼電設
〒 286-0006 TEL： 0476-26-9013

成田市北須賀２８９番地の２

代表者： 代表取締役 小川　広

シンワトータルサービス 5040002100418 なし ● ●

（有）シンワ・トータル・サービス
〒 295-0004 TEL： 0470-44-5533

南房総市千倉町瀬戸１４１４番地

代表者： 代表取締役 井上　修

ソウセツ 6040001010708 なし ●

（株）創設
〒 263-0044 TEL： 043-207-2251

千葉市稲毛区小中台町２５番地１８

代表者： 代表取締役 八巻　正宜

ムラスギボウサイ 6040001060281 なし ●

ムラスギ防災（株）
〒 297-0021 TEL： 0475-20-3033

茂原市高師町三丁目５番地３

代表者： 代表取締役 小高　利弘

オリエントコウギョウ 8040001053746 なし ●

オリエント工業（株） ●

〒 299-0111 TEL： 0436-62-4566

市原市姉崎１７０９番地１

代表者： 代表取締役 岡本　壽子

イイジマセツビ 2040002068170 なし ●

（有）飯島設備
〒 299-0256 TEL： 0438-63-0748

袖ケ浦市飯富１６２８番地の２

代表者： 代表取締役 三枝　美雄

サワダアンゼンボウサイ 9040001054009 なし ●

サワダ安全防災（株）
〒 290-0056 TEL： 0436-22-6301

市原市五井８８９４番地

代表者： 代表取締役 澤田　博

フクザワデンキカンリジムショ － なし ●

福澤電気管理事務所
〒 273-0115 TEL： 047-445-1119

鎌ヶ谷市東道野辺七丁目４番３１号

代表者： 代表 福澤　武
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コヤスデンキコウギョウ 4040001051803 なし ●

（株）子安電気工業
〒 299-1161 TEL： 0439-52-2088

君津市北子安二丁目９番１８号

代表者： 代表取締役 石井　宏明

フナバシデンキコウジ 8040001019391 なし ●

（株）船橋電気工事
〒 273-0004 TEL： 047-434-0522

船橋市南本町３０番１４号

代表者： 代表取締役 関口　克己

ボウソウデンキコウギョウ 1040001050915 なし ●

房総電機工業（株）
〒 292-0804 TEL： 0438-22-6358

木更津市文京五丁目１番７号

代表者： 代表取締役 長谷川　由喜枝

ビルサービス 8040001006431 なし ● ● ●

（株）ビルサービス
〒 264-0029 TEL： 043-232-0411

千葉市若葉区桜木北１丁目６番２０号

代表者： 代表取締役 中村　誠一郎

ハヤシボウサイセツビ 1040001009804 なし ●

（株）ハヤシ防災設備
〒 262-0032 TEL： 043-276-9365

千葉市花見川区幕張町四丁目６３番地１号

代表者： 代表取締役 林　悌次

アサヒセツビ 4040001025443 なし ●

アサヒ設備（株） ●

〒 272-0024 TEL： 047-377-1733

市川市稲荷木二丁目２２番１号

代表者： 代表取締役 中村　篤志

タイシュウコウギョウ 6040001073969 なし ● ●

大秀工業（株） ●

〒 295-0103 TEL： 0470-38-3311

南房総市白浜町滝口７３２０番地

代表者： 代表取締役 鈴木　敬一

トウコウボウサイ 7040002008080 なし ●

（有）東興防災
〒 260-0044 TEL： 043-253-1473

千葉市稲毛区作草部一丁目８番地１１号

代表者： 代表取締役 前嶋　順一郎

モーリスボウサイハンバイ 5040001067055 なし ●

モーリス防災販売（株）
〒 270-1147 TEL： 04-7185-2461

我孫子市若松１７０番地３

代表者： 代表取締役 荒井　順一
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シーエルボウサイ 3040001086214 なし ●

（株）ＣＬ防災
〒 266-0033 TEL： 043-293-2695

千葉市緑区おゆみ野南三丁目２１番地２４

代表者： 代表取締役 阪本　幸光

ダイフクセツビ 6040001043880 なし ●

（株）大福設備 ●

〒 270-1431 TEL： 047-491-5343

白井市根３３８番地１８

代表者： 代表取締役 福本　祥三

ソウワメンテナンス 3040002006534 なし ●

創和メンテナンス（有）
〒 263-0021 TEL： 043-252-5341

千葉市稲毛区轟町５丁目７番２４号

代表者： 取締役 佐々木　治

シンキョウコウケン 8040001055148 なし ●

新協工建（株）
〒 299-0106 TEL： 0436-62-6300

市原市今津朝山８０番地３

代表者： 代表取締役 亀ヶ谷　智美

タカナシデンキ 3040002023488 なし ●

（有）高梨電機
〒 274-0824 TEL： 047-472-2427

船橋市前原東四丁目９番５号

代表者： 代表取締役 高梨　敏雄

エーアイ 7040001055314 なし ●

（株）エーアイ
〒 299-0111 TEL： 0436-60-7313

市原市姉崎５８１番地７

代表者： 代表取締役 高木　真一

デンザ 2040001061894 なし ●

（株）デンザ ●

〒 289-2708 TEL： 0479-57-2129 ●

旭市平松１５９４番地

代表者： 代表取締役 鈴木　勝利

アサヒジュウセツ 1040002084185 なし ●

（有）旭住設
〒 289-2504 TEL： 0479-63-7222 ●

旭市ニの１５４０番地

代表者： 取締役 深堀　正勝

ナカネコウムテン 6040001062360 なし ●

（株）中根工務店 ●

〒 288-0837 TEL： 0479-24-7511

銚子市長塚町三丁目２５８番地の２

代表者： 代表取締役 中根　慶勝
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ヤマザキボウサイセツビ 8040002084674 なし ●

（有）山崎防災設備
〒 289-2531 TEL： 0479-63-8611

旭市井戸野１０００番地の１

代表者： 代表取締役 山崎　孝秀

ホクトボウサイショウジ 4040001036812 なし ●

北都防災商事（株）
〒 270-0031 TEL： 047-345-1798

松戸市横須賀２丁目１４番地の９

代表者： 代表取締役 加藤　旭孝

ゲンビツウシンコウギョウ 5040002062088 なし ●

厳美通信工業（有）
〒 284-0001 TEL： 043-422-6636

四街道市大日１９２８番地３

代表者： 代表取締役 須藤　正明

シンコウデンセツ 9040001064313 なし ●

（株）信光電設
〒 287-0036 TEL： 0478-58-1306

香取市観音１０３番地

代表者： 代表取締役 弓削　信行

チバビデオサービス 8040002007651 なし ●

（有）千葉ビデオサービス
〒 260-0851 TEL： 043-224-5550 ●

千葉市中央区矢作町２３７番地の４

代表者： 代表取締役 岩田　啓

エムケイエンジニアリング 4040001063906 なし ●

エム・ケイ・エンジニアリング（株）
〒 289-0313 TEL： 0478-82-3523

香取市小見川５４０５番地の３

代表者： 代表取締役 鎌形　雅文

ベイサイドウインズ 5040001032918 なし ● ●

（株）ベイ・サイド・ウインズ ●

〒 279-0023 TEL： 047-382-0900

浦安市高洲５丁目２番１‐１４１４号　ラディアンコースト新浦安

代表者： 代表取締役 税所　克己

サンキョウソウギョウ 5040002055141 なし ● ● ●

（有）サンキョウ総業
〒 286-0111 TEL： 0476-35-2880

成田市三里塚１５０番地

代表者： 代表取締役 小池　健之

オバラデンキショウカイ 7040002002579 なし ●

（有）小原電気商会
〒 264-0027 TEL： 043-308-9841 ●

千葉市若葉区若松台三丁目２３番１２号

代表者： 代表取締役 小原　富太
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セーフティアラート 6040001003678 なし ●

（株）セーフティ・アラート
〒 266-0031 TEL： 043-312-0045

千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８

代表者： 代表取締役 平野　征夫

イズミデンキ 1040001073726 なし ●

和泉電機（株）
〒 294-0037 TEL： 0470-22-3755

館山市長須賀６７２番地

代表者： 代表取締役 和泉　俊明

サンレイコウギョウ 9040001035603 なし ●

サンレイ工業（株）
〒 271-0076 TEL： 047-365-3363

松戸市岩瀬６１４番地の１３

代表者： 代表取締役 天野　健一郎

ダイイチクウチョウサービス 3040002006583 なし ●

（有）第一空調サービス
〒 264-0015 TEL： 043-266-6851

千葉市若葉区大宮台６丁目１８番２号

代表者： 代表取締役 小倉　浩一

サワテック 9040002101511 なし ●

（有）サワテック ●

〒 294-0045 TEL： 0470-24-2811 ●

館山市北条２６４９番地１

代表者： 代表取締役 富川　美幸

トミナガデンキ 1040002100207 なし ●

（有）富永電気
〒 299-2115 TEL： 0470-55-0078

安房郡鋸南町下佐久間３６２８番地の２

代表者： 代表取締役 富永　哲一

ハクヨウショウカイ 4040001066314 なし ●

（株）柏葉商会
〒 277-0861 TEL： 04-7143-7144

柏市高田１３５２番地４

代表者： 代表取締役 山本　祐敬

サトルセッケイジムショ 3040001002781 なし ●

（株）智設計事務所
〒 260-0001 TEL： 043-231-9229

千葉市中央区都町二丁目５番１号

代表者： 代表取締役 松井　道雄

ウラヤスシセツカンリ 8040005016740 なし ● ●

浦安施設管理（協） ● ●

〒 279-0002 TEL： 047-354-6661

浦安市北栄二丁目１３番７号

代表者： 代表理事 小泉　新一
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イノウエボウサイコウジ 2040002086676 なし ●

（有）井上防災工事
〒 287-0005 TEL： 0478-54-6136

香取市佐原ホ１４０番地

代表者： 代表取締役 井上　高行

アラキボウサイ 6040001060884 なし ●

荒木防災（株）
〒 284-0014 TEL： 043-424-7788

四街道市池花一丁目４番１６号

代表者： 代表取締役 荒木　大作

ナリタシデンセツジギョウ 1040005006095 なし ●

成田市電設事業（協）
〒 286-0807 TEL： 0476-37-1566

成田市北羽鳥２１８４番地の２

代表者： 代表理事 佐久間　早文郎

カサイショウカイ 1040001061078 なし ●

（株）笠井商会
〒 289-2135 TEL： 0479-72-2334

匝瑳市高野１４５８番地

代表者： 代表取締役 高見世　光弘

コンドウデンセツ 8040002068371 なし ●

（有）近藤電設
〒 299-0216 TEL： 0438-75-2732 ●

袖ケ浦市阿部１３番地

代表者： 代表取締役 近藤　富美子

チバケンセイブデンキコウジコウギョウ 3040005003925 なし ●

千葉県西部電気工事工業（協）
〒 272-0824 TEL： 047-323-2745

市川市菅野三丁目２０番７号

代表者： 代表理事 田島　正光

ダイイチデンセツ 8040001017726 なし ●

第一電設（株）
〒 273-0011 TEL： 047-431-3395

船橋市湊町３丁目１４番１１号

代表者： 代表取締役 高橋　豊吉

ジンプロダクトライン 1040001016478 なし ●

（株）ジン・プロダクトライン ● ●

〒 275-0011 TEL： 047-411-8890 ●

習志野市大久保一丁目２７番３号

代表者： 代表取締役 安富　祐二

サンアイセツビ 8040001002505 なし ● ●

三愛設備（株） ●

〒 260-0813 TEL： 043-261-1275 ●

千葉市中央区生実町２５０４番地

代表者： 代表取締役 小宮　実
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タニモトデンキ 8040001051147 なし ●

（株）谷元電機
〒 299-0261 TEL： 0438-62-2308

袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２

代表者： 代表取締役 谷元　壽光

ザオーショウボウセツビ 5040002029095 なし ●

（有）ザオー消防設備
〒 276-0020 TEL： 047-485-3167

八千代市勝田台北一丁目１８番１２号

代表者： 代表取締役 斉藤　義仁

ハタノホーチキ 2040001018449 なし ●

ハタノホーチキ（株）
〒 273-0012 TEL： 047-433-4586

船橋市浜町１丁目３６番１３号

代表者： 代表取締役 湯浅　惇司

チュウオウショウジ 7040002085731 なし ●

中央商事（有）
〒 288-0814 TEL： 0479-23-4162

銚子市春日町２０７８番地の３

代表者： 代表取締役 若梅　和子

ロイヤルボウサイ 3040001030130 なし ●

ロイヤル防災（株）
〒 279-0002 TEL： 047-390-0005 ● ●

浦安市北栄三丁目１９番１８号

代表者： 代表取締役 清水　力也

ボウサイツウシンコウギョウ 1040001066416 なし ●

（株）防災通信工業
〒 277-0863 TEL： 04-7175-8823

柏市豊四季９７３番地の３

代表者： 代表取締役 澤邊　功

ケーユトソウ 7040001022875 なし ●

（株）ケーユ塗装 ●

〒 276-0044 TEL： 047-485-5204

八千代市萱田町１番地１

代表者： 代表取締役 安田　勝男

クリタメンテナンス 2040001001933 なし ●

（株）クリタメンテナンス
〒 260-0813 TEL： 043-261-6269

千葉市中央区生実町１１１８番地７

代表者： 代表取締役 栗田　忠

センナンテクノコマース 2040001013136 なし ●

千南テクノコマース（株） ●

〒 260-0824 TEL： 043-209-2025 ●

千葉市中央区浜野町６８４番地

代表者： 代表取締役 龍崎　均
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ダンレイメンテナンス 4040002100559 なし ●

（有）ダンレイメンテナンス
〒 299-2522 TEL： 0470-46-3097

南房総市安馬谷３０６２番地１

代表者： 代表取締役 菰岡　実

インテックス 9040001039983 なし ●

ＩＮＴＥＸ（株）
〒 271-0044 TEL： 047-312-1581

松戸市西馬橋三丁目４８番地の５

代表者： 代表取締役 中田　智次郎

エイワボウサイ 8040001037906 なし ●

（株）永和防災
〒 270-0102 TEL： 04-7153-5277

流山市こうのす台１２１３番地の１０

代表者： 代表取締役 前嶋　和代

カガヤキサンギョウ 3040001066026 なし ●

輝産業（株）
〒 277-0042 TEL： 04-7173-1359

柏市逆井二丁目２９番１１号

代表者： 代表取締役 石地　輝

ダイコクケンソウ 9040002031477 なし ●

（有）大黒建装
〒 273-0048 TEL： 047-439-9128 ●

船橋市丸山二丁目３２番１２号

代表者： 代表取締役 谷口　裕哉

サンセイツウシンシステム 6040002004816 なし ●

（有）三誠通信システム
〒 263-0054 TEL： 043-206-0011

千葉市稲毛区宮野木町１６６４番地１５

代表者： 代表取締役 秩父　一誠

タツミ 9040001072786 なし ●

（株）タツミ
〒 262-0023 TEL： 043-304-5590 ●

千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３

代表者： 代表取締役 坂口　道雄

プールシセツサービス 5040002009907 なし ● ●

（株）プール施設サービス
〒 263-0021 TEL： 043-285-1112

千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号

代表者： 代表取締役 中原　基一朗

ユニオンツウケン 3040002019197 なし ●

（株）ユニオン通研
〒 275-0001 TEL： 047-477-5161 ●

習志野市東習志野８丁目１３番３号

代表者： 代表取締役 佐藤　龍也
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ボーサイイチハラ 5040002076625 なし ●

（株）ボーサイ市原
〒 290-0059 TEL： 0436-26-9600

市原市白金町三丁目５０番地３

代表者： 代表取締役 滝口　滋

タカギエクセル 3040002085719 なし ●

（有）高木エクセル
〒 288-0022 TEL： 0479-22-8791

銚子市小畑町９２３２番地

代表者： 代表取締役 高木　邦総

ナリタボウサイ 4040001045409 なし ●

（株）成田防災
〒 286-0024 TEL： 0476-22-1635 ●

成田市田町２７９番地

代表者： 代表取締役 石井　尚嘉

ファスト 4040001014231 なし ●

（株）ファスト
〒 262-0012 TEL： 043-257-7051

千葉市花見川区千種町１６７‐３

代表者： 代表取締役 藤平　昌吾

カブキケンセツコウギョウ 7040001009732 なし ●

株木建設工業（株）
〒 263-0002 TEL： 043-488-4488

千葉市稲毛区山王町３６４番地１

代表者： 代表取締役 吉井　正孝

シスイソウゴウボウサイ 3040001047488 なし ●

（株）シスイ総合防災
〒 285-0905 TEL： 043-496-4871

印旛郡酒々井町上岩橋８５８番地の１

代表者： 代表取締役社長 福田　勝夫

アヅマヤデンキ 4040001014289 なし ●

あづま屋電気（株）
〒 275-0026 TEL： 047-472-2301

習志野市谷津一丁目１１番８号

代表者： 代表取締役 秋元　むつ

トウキョウデンキカンリギジュツシャキョウカイケイヨウ － なし ●

（責）東京電気管理技術者協会京葉
〒 273-0042 TEL： 047-438-0326

船橋市前貝塚町３４３番地２

代表者： 理事長 緒方　正利

ナカムラボウサイ 5040002047691 なし ●

（有）ナカムラ防災
〒 270-2214 TEL： 047-384-3016

松戸市松飛台５４８番地１

代表者： 代表取締役 中村　満
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マイスタートモ － なし ●

マイスタートモ
〒 292-0826 TEL： 0438-37-7470

木更津市畑沢南一丁目８番２１号

代表者： 代表 艫居　清治

モリボウサイセツビ 9040002070723 なし ●

（有）森防災設備
〒 299-1162 TEL： 0439-52-5254

君津市南子安三丁目１番６号

代表者： 代表取締役 森　正義

クラモトコウボウ 5040001044236 なし ● ●

（株）蔵元工房 ●

〒 286-0045 TEL： 0476-85-8280

成田市並木町１６７番地３７

代表者： 代表取締役 内山　隆司

チバソウゴウカンリ 8040001012025 なし ●

（株）千葉総合管理
〒 264-0006 TEL： 043-235-3744

千葉市若葉区小倉台三丁目２２番２号

代表者： 代表取締役 香取　春夫

インテリアウザワ 5040001048088 なし ● ●

（株）インテリアうざわ
〒 285-0855 TEL： 043-463-5421

佐倉市井野１４１０番地１０

代表者： 代表取締役 鵜澤　博

シマノデンキ 8040002100860 なし ●

（有）島野電気
〒 296-0001 TEL： 04-7092-0736

鴨川市横渚１４８番地１

代表者： 代表取締役 庄司　健太郎

メタルワークス 9040001024069 なし ●

（株）メタルワークス ●

〒 290-0175 TEL： 0436-26-6551

市原市葉木３９４番地１

代表者： 代表取締役 星野　慶太

トウワボウサイ 3040001012475 なし ●

東和防災（株） ●

〒 260-0813 TEL： 043-300-7766

千葉市中央区生実町９４４番地１

代表者： 代表取締役 中澤　良夫

カシワボウサイ 1040002096057 なし ● ●

（有）柏防災
〒 277-0055 TEL： 04-7174-6100

柏市青葉台二丁目２７‐２ベルピア常盤平１１‐４

代表者： 取締役 堀田　純
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キョウエイデンキコウギョウショ 5040001053815 なし ●

（株）共栄電気工業所
〒 290-0011 TEL： 0436-75-3901

市原市能満１７７９番地１

代表者： 代表取締役 高橋　義隆

スガマデンセツ 8040002034687 なし ●

（有）スガマ電設
〒 272-0822 TEL： 047-374-0298

市川市宮久保五丁目９番１５号

代表者： 代表取締役 洌鎌　昇

マツドボウサイサービスセンター 9040002048645 なし ● ●

（有）松戸防災サービスセンター
〒 271-0085 TEL： 047-391-7752

松戸市二十世紀ヶ丘中松町８９番地１

代表者： 代表取締役 宮　朋子

フュージョン 1040001089499 なし ●

（株）フュージョン
〒 270-1337 TEL： 0476-37-5188

印西市草深１２４０番地２５

代表者： 代表取締役 川崎　正

イチカワデンキコウジ 6040001025532 なし ●

市川電気工事（株）
〒 272-0035 TEL： 047-377-6061

市川市新田２丁目１３番１８号

代表者： 代表取締役 後藤　忠則

ケイヨウコウギョウ 6040001078340 なし ● ●

（株）京葉工業
〒 266-0011 TEL： 043-266-0778

千葉市緑区鎌取町１２９番地２０

代表者： 代表取締役 笹山　宏明

スズキコウギョウ 3040001061712 なし ●

鈴木工業（株）
〒 289-2522 TEL： 0479-63-7111

旭市足川２９０２番地の１

代表者： 代表取締役 鈴木　勝雄

カイセイボウサイ 8040002042871 なし ● ●

（有）開成防災
〒 272-0033 TEL： 047-323-0002

市川市市川南一丁目９番１７号

代表者： 取締役 宮垣　尚子

ヨコカワデンキ 3040001063709 なし ● ●

横川電機（株）
〒 287-0003 TEL： 0478-52-4391

香取市佐原イ８４番地

代表者： 代表取締役 横川　祐喜
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レイケンエンジニアリング 6040001007992 なし ●

（株）冷研エンジニアリング
〒 262-0004 TEL： 043-257-1480

千葉市花見川区大日町１２７５番地

代表者： 代表取締役 吹出　英一

ジョウシンイワセタタミテン － なし ●

畳伸　岩瀬畳店
〒 274-0806 TEL： 047-447-9116

船橋市二和西三丁目５番１５号

代表者： 代表者 岩瀬　日出夫

オーシマ 4040001001130 なし ● ● ●

（株）オーシマ
〒 262-0032 TEL： 043-207-5151

千葉市花見川区幕張町５丁目４１７番地の５１

代表者： 代表取締役 大島　剛

ツキカワタタミテン 4040002007705 なし ●

（有）月川畳店
〒 264-0007 TEL： 043-234-3432

千葉市若葉区小倉町９２７番地１

代表者： 代表取締役 月川　重敏

フナバシボウサイ 5040001019403 なし ●

船橋防災（株）
〒 273-0031 TEL： 047-431-4879

船橋市西船一丁目２６番１０号

代表者： 代表取締役 森田　高章

ミスズコウギョウ 8040002005060 なし ●

三鈴工業（有）
〒 264-0023 TEL： 043-233-2360 ●

千葉市若葉区貝塚町１５０６番地９

代表者： 代表取締役 鈴木　正幸

ワカナボウサイ 7040002075674 なし ●

（有）若菜防災
〒 290-0021 TEL： 0436-41-5851 ●

市原市山田橋１丁目８番地１０

代表者： 代表取締役 若菜　光男

タカマツカンコウ 4040001036085 なし ●

（株）高松管工 ●

〒 270-0003 TEL： 047-341-9089

松戸市東平賀１０２番地の６

代表者： 代表取締役 高松　清幸

イチカワヨーロードウ 2040001025552 なし ●

（株）市川ヨーロー堂
〒 272-0034 TEL： 047-326-2600

市川市市川一丁目１３番２８号

代表者： 代表取締役 大垣　裕弘
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セツビホゼンセンター 6040002067045 なし ● ●

（有）設備保全センター
〒 292-0054 TEL： 0438-20-6051

木更津市長須賀１１０７番地

代表者： 代表取締役 藍場　洋

スイコウカイハツ 6040002005896 なし ●

（有）水交開発
〒 264-0017 TEL： 043-231-5530

千葉市若葉区加曽利町１０１３番地２１

代表者： 代表取締役 酒井　良和

トウキョウデンキカンリギジュツシャキョウカイチバ － なし ●

（責）東京電気管理技術者協会千葉
〒 299-0261 TEL： 0438-62-7247

袖ケ浦市福王台三丁目１１番地４８

代表者： 理事長 松木　榮

フジワラショウカイ 4040002010106 なし ●

（有）藤原商会
〒 260-0808 TEL： 043-263-3037

千葉市中央区星久喜町１１６２番地の５５

代表者： 取締役 藤原　寛

ミヤウチセツビコウギョウ 5040001007358 なし ●

宮内設備工業（株）
〒 264-0020 TEL： 043-232-7121

千葉市若葉区貝塚二丁目２番４号

代表者： 代表取締役 宇田川　朋久

チバシステムボウサイ 2040001019281 なし ●

千葉システム防災（株）
〒 273-0853 TEL： 047-448-6051

船橋市金杉８丁目１６番６号

代表者： 代表取締役 嶋田　友彦

マルカツデンキ 6040002097637 なし ●

（有）丸勝電気
〒 278-0033 TEL： 04-7122-3156

野田市上花輪１２１２番地の３

代表者： 代表取締役 田貝　嘉男

オオハシコウムテン 5040001035045 なし ● ●

（株）大橋工務店
〒 271-0092 TEL： 047-368-4161

松戸市松戸１３２９番地

代表者： 代表取締役 大橋　誠一

ニッタボウサイ 5040002013215 なし ●

（有）新田防災
〒 260-0802 TEL： 043-264-5299

千葉市中央区川戸町５２９番地３

代表者： 代表取締役 新田　隆吉
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エーエスジ 7040001019533 なし ●

エー・エス・ジ（株）
〒 274-0063 TEL： 047-467-6998

船橋市習志野台五丁目１１番７号

代表者： 代表取締役 天井　昭夫

チバクウチョウエンヂニアリングサービス 3040001074532 なし ●

（株）千葉空調エンヂニアリングサービス ●

〒 294-0805 TEL： 0470-28-5572

南房総市下滝田９５９番地１

代表者： 代表取締役 御子神　孝子

ノウジョウソウゴウキカクセッケイジムショ 7040001006077 なし ● ●

（株）能城綜合企画設計事務所
〒 260-0843 TEL： 043-224-6831

千葉市中央区末広一丁目２１番９号

代表者： 代表取締役 能城　浩孝

コバヤシデンキカンリジムショ － なし ●

小林電気管理事務所
〒 270-1342 TEL： 0476-46-7471

印西市高花六丁目３５番地７

代表者： 所長 小林　俊文

オオクマデンキコウジテン 4040002066189 なし ●

（有）大熊電気工事店
〒 292-0057 TEL： 0438-22-5316

木更津市東中央二丁目１０番５号

代表者： 代表取締役 大熊　隆男

マルモキデンコウギョウ 4040001036993 なし ●

（株）マルモ機電工業
〒 270-2224 TEL： 047-391-3131

松戸市大橋３４６番地の１

代表者： 代表取締役 吉村　茂

イシゲショウジ 1040001061978 なし ●

石毛商事（株）
〒 288-0861 TEL： 0479-33-2335

銚子市芦崎町３７１番地

代表者： 代表取締役 石毛　英男

ホクソウボウサイ 4040001049913 なし ●

北総防災（株）
〒 285-0843 TEL： 043-487-2008

佐倉市中志津四丁目３番６号

代表者： 代表取締役 室井　秀

トウスケケンセツ 8040001057581 なし ● ●

藤助建設（株）
〒 299-3203 TEL： 0475-77-3331

大網白里市四天木乙２８０１番地

代表者： 代表取締役 清水　祐一郎
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モリタショウカイ 8040001037096 なし ●

（株）モリタ消会
〒 270-0034 TEL： 047-345-1215

松戸市新松戸１丁目４９３番地　新松戸プラザハイツ５０２号

代表者： 代表取締役 瀧島　英夫

アクトレイネツコウギョウ 1040001074006 なし ● ●

（株）アクト冷熱工業
〒 299-2115 TEL： 0470-55-3386

安房郡鋸南町下佐久間２３３１番地の２

代表者： 代表取締役 田村　仁

サンコウボウサイセツビ 7040002068397 なし ●

（有）三興防災設備
〒 299-0245 TEL： 0438-63-5880

袖ケ浦市蔵波台六丁目１３番地１７

代表者： 代表取締役社長 加藤　貴之

コウワボウサイセツビ 6040002063259 なし ●

（有）港和防災設備
〒 289-1101 TEL： 043-443-7766

八街市朝日２１３番地の７

代表者： 代表取締役 阿部　幸江

ヨシダショウカイ 8040001054694 なし ● ●

（株）吉田商会
〒 299-0101 TEL： 0436-21-0208

市原市青柳北二丁目１番地２２

代表者： 代表取締役 氏家　英人

ツルヤイトウ 6040002023766 なし ●

（有）つるや伊藤
〒 273-0005 TEL： 047-424-2277

船橋市本町四丁目３１番２５号

代表者： 代表取締役 伊藤　吉之助

ユミヤボウサイ 5040002099923 なし ●

（有）ゆみや防災
〒 294-0045 TEL： 0470-23-2874

館山市北条１２６１番地６

代表者： 代表取締役 石井　修一

サクラボウサイ 3040001046787 なし ●

（株）佐倉防災
〒 285-0023 TEL： 043-484-2326

佐倉市新町２３２番地

代表者： 代表取締役 秋山　季久榮

ケイヨウスポーツ 8040002003948 なし ●

（有）京葉スポーツ
〒 260-0842 TEL： 043-261-2574

千葉市中央区南町二丁目１７番４号

代表者： 代表取締役 藤井　大輔
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フルイチデンキ 5040001060340 なし ●

（株）フルイチデンキ
〒 297-0153 TEL： 0475-56-1340

長生郡長南町山内７２２番地

代表者： 代表取締役 古市　達弥

ティイーシィ 1040001005010 なし ● ● ● ●

（株）ティイーシィ ● ●

〒 264-0021 TEL： 043-232-9063

千葉市若葉区若松町２１７３番地４５

代表者： 代表取締役 中西　輝夫

テクノウェイ 2010501020403 なし ●

（株）テクノウェイ ● ● ●

〒 260-0834 TEL： 043-312-1340 ●

千葉市中央区今井１丁目１９番１４号ゆたかビル３階

代表者： 代表取締役 北岡　英就

ツクシボウサイ 5040001082426 なし ●

つくし防災（株）
〒 290-0055 TEL： 0436-67-0041

市原市五井東一丁目８番４

代表者： 代表取締役 神野　雄一郎

ツヅキレイネツコウギョウ 4040002018669 なし ●

（有）都築冷熱工業
〒 275-0016 TEL： 047-453-3229

習志野市津田沼六丁目１４番２４号

代表者： 取締役 都築　一郎

アーザスエンジニアリング 9040001073999 なし ●

アーザスエンジニアリング（株）
〒 294-0803 TEL： 0470-36-2840

南房総市御庄２６０番地１

代表者： 代表取締役 牧野　雅行

ダイエックステクノサービス 9040001100233 なし ●

ダイエックステクノサービス（株）
〒 277-0872 TEL： 04-7134-3000

柏市十余二字下大塚４０３番地４

代表者： 代表取締役 木村　健一

タイセイボウサイ 6040001051867 なし ●

（株）大成防災
〒 293-0002 TEL： 0439-87-9119 ●

富津市二間塚１９６２番地

代表者： 代表取締役 鹿島　義弘

アシスト 8040001058010 なし ● ●

（株）アシスト
〒 299-3245 TEL： 0475-70-8740

大網白里市池田５１番地４

代表者： 代表取締役 小島　久治
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カモポンプセイサクショ 8040002033417 なし ●

（有）加茂ポンプ製作所
〒 272-0825 TEL： 047-371-6839

市川市須和田一丁目１０番１号

代表者： 取締役 加茂　幸江

イシイデンギョウシャ 7040002054785 なし ●

（有）石井電業社
〒 286-0845 TEL： 0476-22-2462

成田市押畑２１２２番地

代表者： 代表取締役 石井　高道

ウエノデンキホアンジムショ － なし ●

上野電気保安事務所
〒 288-0814 TEL： 0479-24-1415

銚子市春日町２３６７番地の３６

代表者： 上野　由起夫

コスモインテリア 7040002057301 なし ●

（有）コスモ・インテリア ●

〒 270-1433 TEL： 047-491-1708 ●

白井市けやき台二丁目１番３棟３０８号

代表者： 代表取締役 木村　順一

スエヨシデンキカンリジムショ － なし ●

末吉電気管理事務所
〒 298-0004 TEL： 0470-63-0409

いすみ市大原１９０６番地５

代表者： 代表 末吉　省吾

チバサワダアンゼンボウサイ 4040001090074 なし ●

千葉サワダ安全防災（株）
〒 264-0017 TEL： 043-308-8248

千葉市若葉区加曽利町３４２番地１４

代表者： 代表取締役 澤田　博

ミヤザワデンキカンリジムショ － なし ●

宮澤電気管理事務所
〒 270-1163 TEL： 04-7184-9072

我孫子市久寺家２丁目９番１３号

代表者： 宮澤　忠

ティーエムサンギョウ － なし ●

ティーエム産業
〒 270-2221 TEL： 047-710-4151

松戸市紙敷１１４０番地の１　ドリームダイイチ１０３号

代表者： 代表 籾山　孝行

ナワタエイゼンサービス － なし ●

ナワタ営繕サービス
〒 262-0005 TEL： 043-250-0869

千葉市花見川区こてはし台三丁目１９番１４号

代表者： 代表 縄田　幸彦
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クラネッツ 7040002030968 なし ●

（有）クラネッツ
〒 274-0077 TEL： 047-461-3091

船橋市薬円台三丁目１６番５号２１２

代表者： 代表取締役 倉上　樹之

マルイチショウジ 2040001043216 なし ●

マルイチ商事（株）
〒 286-0045 TEL： 0476-22-6515

成田市並木町４７番地の１０

代表者： 代表取締役 丸山　吉章

ルームデコレ 9040001092025 なし ●

ルームデコレ（株）
〒 272-0804 TEL： 047-338-7788

市川市南大野三丁目２１番１８号

代表者： 代表取締役 北原　真知子

ミヤウチデンキホアンカンリジムショ － なし ●

宮内電気保安管理事務所
〒 288-0014 TEL： 090-9344-9592

銚子市外川町三丁目１０９７０番地

代表者： 代表 宮内　宏

カワカミボウサイ 3040002065836 なし ●

（有）川上防災
〒 292-0044 TEL： 0438-38-6300

木更津市太田４丁目１９番７号

代表者： 代表取締役 川上　由美子

マチカドボウサイゲンサイジュク 4040005018476 なし ● ● ● ●

（一社）まちかど防災減災塾 ● ● ● ● ● ●

〒 270-1431 TEL： 047-492-1198 ● ● ●

白井市根１１９番地８

代表者： 代表理事 大竹　雄一郎

カクシン 8040002072737 なし ●

（有）鶴新
〒 290-0512 TEL： 0436-88-2012

市原市鶴舞６９３番地

代表者： 取締役 齋藤　潤一

ヤマロク 8040001092059 なし ● ●

（株）ヤマロク
〒 262-0023 TEL： 043-301-6647

千葉市花見川区検見川町三丁目３２８番地１５‐１０７

代表者： 代表取締役 塚本　遼平

ウタボウサイ 8040001106826 なし ●

うた防災（株）
〒 274-0067 TEL： 047-467-4411

船橋市大穴南二丁目１５番２７号

代表者： 代表取締役 高根沢　崚
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エクレ 9011201005423 チバシテン ● ● ● ●

エクレ（株） エクレ（株）　千葉支店 ●

〒 164-0003 TEL： 03-3565-7233 〒 260-0027 TEL： 043-242-8660

東京都中野区東中野三丁目１３番１９号 千葉市中央区新田町１４番１１号　パークサイドアイ２０５ 若山　洋一

代表者： 代表取締役 濱田　菊子

カントウデンキホアンキョウカイ 8013305001704 チバジギョウホンブ ●

（一財）関東電気保安協会 （一財）関東電気保安協会　千葉事業本部

〒 108-0023 TEL： 03-6453-8888 〒 284-0001 TEL： 043-424-8211

東京都港区芝浦四丁目１３番２３号 四街道市大日緑ヶ丘１７９３‐１ 都竹　純二郎

代表者： 理事長 山口　博

エスイーシーエレベーター 6010501005788 チバシシャ ●

エス・イー・シーエレベーター（株） エス・イー・シーエレベーター（株）　千葉支社

〒 110-0016 TEL： 03-5256-1171 〒 275-0016 TEL： 047-403-0263

東京都台東区台東三丁目１８番３号 習志野市津田沼二丁目４番２１号　ＳＥＣ津田沼ビル 島田　芳生

代表者： 代表取締役 鈴木　孝夫

ニュービルメン 8010505001534 チバシブ ● ● ● ●

ニュービルメン（協） ニュービルメン（協）　千葉支部 ● ●

〒 110-0015 TEL： 03-5812-6236 〒 260-0027 TEL： 043-242-6800 ●

東京都台東区東上野一丁目２６番２号 千葉市中央区新田町１番１号 関村　大輔

代表者： 代表理事 橋本　一憲

サイオー 2030001012551 チバシテン ● ● ● ●

（株）サイオー （株）サイオー　千葉支店 ● ●

〒 330-0064 TEL： 048-710-5588 〒 262-0022 TEL： 043-296-7788

埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目１２番４号 千葉市花見川区南花園二丁目５番８号 森島　肇

代表者： 代表取締役 橋本　一憲

ジーエスユアサフィールディングス 4010801012255 トウキョウシテンチバエイギョウショ ●

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス （株）ジーエス・ユアサフィールディングス　東京支店千葉営業所

〒 143-0016 TEL： 03-5763-1500 〒 260-0032 TEL： 043-203-3050

東京都大田区大森北４丁目８番１号 千葉市中央区登戸１丁目２６番１号 中野　武人

代表者： 代表取締役 一丸　昌彦

タイヘイヨウソウギョウサービス 5020001073625 なし ● ● ●

太平洋總業サービス（株）
〒 210-0804 TEL： 044-299-3591

神奈川県川崎市川崎区藤崎三丁目７番６号

代表者： 代表取締役社長 飯島　一光

ナブコシステム 7010401021307 ヒガシカントウシテン ●

ナブコシステム（株） ナブコシステム（株）　東関東支店

〒 100-6032 TEL： 03-3591-6411 〒 260-0806 TEL： 043-208-7252 ●

東京都千代田区霞が関３丁目２番５号　霞が関ビルディング３２階 千葉市中央区宮崎二丁目６番４号 土樋輪　忍

代表者： 代表取締役社長 山村　望

クボタパイプテック 1140001047447 トウキョウシテン ● ●

（株）クボタパイプテック （株）クボタパイプテック　東京支店

〒 660-0095 TEL： 06-6415-2078 〒 273-0018 TEL： 047-435-8327

兵庫県尼崎市大浜町二丁目２６番地 船橋市栄町二丁目１６番１号 大西　陽一

代表者： 代表取締役 奥野　高志
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サンワシヤッターコウギョウ 7011401012519 チバシテン ●

三和シヤッター工業（株） 三和シヤッター工業（株）　千葉支店

〒 175-0081 TEL： 03-5998-9111 〒 260-0843 TEL： 043-265-3030

東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 千葉市中央区末広４丁目１９番１６号 内田　勉

代表者： 代表取締役 高山　盟司

エフエスユニ 8010001098785 チバエイギョウショ ● ●

（株）エフエスユニ （株）エフエスユニ　千葉営業所

〒 101-0065 TEL： 03-3556-3030 〒 275-0016 TEL： 047-475-3312 ●

東京都千代田区西神田二丁目３番１６号 習志野市津田沼二丁目３番２１号ウェルズ２１津田沼パート１‐Ｂ 遠山　将

代表者： 代表取締役社長 鶴田　尚敏

サンキョウ 3180001052284 トウキョシシャ ●

（株）三協 （株）三協　東京支社 ●

〒 480-0202 TEL： 0568-28-1771 〒 154-0016 TEL： 03-3427-3105

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２番地 東京都世田谷区弦巻４丁目１７番４号 野原　克之

代表者： 代表取締役 野原　秀雄

エヌティティファイナンス 8010401005011 チバシテン ●

ＮＴＴファイナンス（株） ＮＴＴファイナンス（株）　千葉支店

〒 108-0075 TEL： 03-6455-8741 〒 260-0028 TEL： 043-238-2311 ●

東京都港区港南一丁目２番７０号 千葉市中央区新町１０００番地 石村　隆

代表者： 代表取締役 坂井　義清

パナソニックサンキシステムズ 8010501032913 シュトケンシテン ●

パナソニック産機システムズ（株） パナソニック産機システムズ（株）　首都圏支店

〒 131-0045 TEL： 03-6361-0281 〒 131-8139 TEL： 03-6361-0281 ●

東京都墨田区押上一丁目１番２号 東京都墨田区押上一丁目１番２号 直木　俊成

代表者： 代表取締役 前田　潔

スエヒロ 1011801008840 マツドエイギョウショ ●

（株）スエヒロ （株）スエヒロ　松戸営業所

〒 120-0005 TEL： 03-3606-0119 〒 270-2231 TEL： 047-366-2800

東京都足立区綾瀬五丁目２４番５号 松戸市稔台七丁目７番地の１ 石崎　博幸

代表者： 代表取締役 道畑　仁志

ニッシンボウサイ 1010001025449 なし ●

日信防災（株）
〒 101-0032 TEL： 03-3862-4171

東京都千代田区岩本町三丁目２番４号

代表者： 代表取締役 矢口　孝仁

キョウワコウギョウ 9010001041323 なし ●

協和工業（株）
〒 103-0023 TEL： 03-3241-7188

東京都中央区日本橋本町一丁目１番８号

代表者： 代表取締役 門野　貴行

チュウオウエンタープライス 5010701015002 チバシシャ ● ● ● ● ●

中央エンタープライス（株） 中央エンタープライス（株）　千葉支社 ●

〒 141-0031 TEL： 03-3491-7404 〒 271-0091 TEL： 047-362-3081

東京都品川区西五反田七丁目１３番５号 松戸市本町１４番地１松戸本町センタービル内 楢崎　泰治

代表者： 代表取締役 丸山　廣
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スガテック 1010401079524 なし ●

（株）スガテック ●

〒 108-0022 TEL： 03-6275-1200 ●

東京都港区海岸三丁目２０番２０号

代表者： 代表取締役 上野　浩光

カワジュウファシリテック 7140001044777 なし ●

川重ファシリテック（株）
〒 675-0155 TEL： 079-435-2128

兵庫県加古郡播磨町新島８番地

代表者： 代表取締役 土田　義夫

ジェイエフイーテクノス 2020001016727 なし ●

ＪＦＥテクノス（株）
〒 230-0045 TEL： 045-505-7370

神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

代表者： 代表取締役 吉田　誠太郎

オーチスエレベータサービス 6010601049702 トウキョウシシャ ●

オーチス・エレベータサービス（株） オーチス・エレベータサービス（株）　東京支社

〒 112-0012 TEL： 03-5971-0370 〒 135-0044 TEL： 03-5940-2938

東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 東京都文京区大塚二丁目９番３号 千賀　章介

代表者： 代表取締役 遠藤　達也

シンワテック 6011101009766 チバシテン ●

進和テック（株） 進和テック（株）　千葉支店

〒 164-0012 TEL： 03-5352-7216 〒 260-0028 TEL： 043-238-6820

東京都中野区本町一丁目３２番２号 千葉市中央区新町１番地１７　ＪＰＲ千葉ビル 菊池　　淳

代表者： 代表取締役社長 渡邊　裕元

ダイドウキコウ 9030001023071 チバエイギョウショ ●

大同機工（株） 大同機工（株）　千葉営業所

〒 335-0021 TEL： 048-442-5005 〒 262-0033 TEL： 043-271-9258

埼玉県戸田市新曽３３６番地 千葉市花見川区幕張本郷１丁目３番５号 高橋　邦彦

代表者： 代表取締役 徳永　光昭

コイケメディカル 7011701002797 なし ●

（株）小池メディカル
〒 132-0031 TEL： 03-5662-6605 ●

東京都江戸川区松島一丁目２４番８号

代表者： 代表取締役 小池　和夫

エバラセイサクショ 1010801001748 トウキョウシシャ ●

（株）荏原製作所 （株）荏原製作所　東京支社

〒 144-8510 TEL： 03-3743-6111 〒 144-8510 TEL： 050-3416-0123

東京都大田区羽田旭町１１番１号 東京都大田区羽田旭町１１番１号 井上　貴雄

代表者： 代表執行役社長 浅見　正男

ニホンサーモエナー 3010401057222 チバシテン ●

（株）日本サーモエナー （株）日本サーモエナー　千葉支店

〒 108-0071 TEL： 03-6408-8251 〒 264-0021 TEL： 043-235-0071

東京都港区白金台三丁目２番１０号 千葉市若葉区若松町２１３５番地１０ 山下　睦雄

代表者： 代表取締役 泉　雅彦
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イシガキメンテナンス 5010001036665 チバエイギョウショ ● ● ●

石垣メンテナンス（株） 石垣メンテナンス（株）　千葉営業所 ●

〒 100-0005 TEL： 03-6848-7851 〒 260-0015 TEL： 043-307-2571

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 川北　義彰

代表者： 代表取締役社長 石垣　真

スガコウギョウ 1010501032696 ヒガシカントウシテン ●

須賀工業（株） 須賀工業（株）　東関東支店

〒 110-0005 TEL： 03-5688-8100 〒 260-0015 TEL： 043-225-1171

東京都台東区上野五丁目１８番１０号 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 横内　久和

代表者： 代表取締役 津田　端孝

ブロード 3050001009058 なし ●

（株）ブロード
〒 300-0068 TEL： 029-821-2621

茨城県土浦市西並木町３７８１番地の２９

代表者： 代表取締役 香取　洋治

ニッポンドライケミカル 2010701007860 チバエイギョウショ ●

日本ドライケミカル（株） 日本ドライケミカル（株）　千葉営業所

〒 135-0091 TEL： 03-3599-9500 〒 260-0024 TEL： 043-246-1356

東京都港区台場二丁目３番１号 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号　ＳＥＡＳＣＡＰＥ千葉みなと２階 安達　紀彦

代表者： 代表取締役 遠山　榮一

ミツビシジュウコウレイネツ 1010701015344 チバエイギョウショ ● ●

三菱重工冷熱（株） 三菱重工冷熱（株）　千葉営業所

〒 108-0023 TEL： 03-6891-4440 〒 260-0842 TEL： 043-208-2551

東京都港区芝浦二丁目１１番５号 千葉市中央区南町二丁目２４番４号 瀬川　浩

代表者： 代表取締役 菊地　剛彦

マグナツウシンコウギョウ 4011301006615 なし ●

マグナ通信工業（株）
〒 168-0063 TEL： 03-3322-5321

東京都杉並区和泉１丁目２２番１号

代表者： 代表取締役 末村　秀樹

ヤシマボウサイセツビ 7010501014210 チバエイギョウショ ●

八洲防災設備（株） 八洲防災設備（株）　千葉営業所

〒 104-0044 TEL： 03-6228-4785 〒 260-0014 TEL： 043-202-0144

東京都中央区明石町１番２５号 千葉市中央区本千葉町１番１号 小林　毅

代表者： 代表取締役 上野　浩

ヒタチビルシステム 2010001027031 カントウシシャ ●

（株）日立ビルシステム （株）日立ビルシステム　関東支社 ●

〒 101-8941 TEL： 03-3295-1211 〒 277-0005 TEL： 04-7168-5180

東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 柏市柏四丁目８番１号 小口　辰広

代表者： 取締役社長 関　秀明

ヤマトショウカイ 8010601004176 チバエイギョウショ ●

（株）大和商会 （株）大和商会　千葉営業所

〒 136-0071 TEL： 03-3683-2371 〒 272-0821 TEL： 047-373-5255

東京都江東区亀戸４丁目２８番９号 市川市下貝塚２丁目３４番４号 車　瑞敏

代表者： 代表取締役 車　健一
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ダイコー 1010401016378 なし ●

ダイコー（株）
〒 105-0012 TEL： 03-3436-5111

東京都港区芝大門一丁目１番１号

代表者： 代表取締役 兒玉　康資

ヒタチテクノロジーアンドサービス 4050001010980 なし ●

（株）日立テクノロジーアンドサービス
〒 300-0013 TEL： 029-831-4158

茨城県土浦市神立町６０３番地

代表者： 代表取締役 小沼　輝明

オーチュー 4011001004794 チバシテン ● ● ●

（株）オーチュー （株）オーチュー　千葉支店 ●

〒 151-0053 TEL： 03-3370-2380 〒 260-0854 TEL： 043-224-0922

東京都渋谷区代々木２丁目１８番３号　オーチュー第一ビル 千葉市中央区長洲１丁目２３番４号 平野　謙二

代表者： 代表取締役 片野　忠彦

エバラデンサン 3010801001754 なし ●

（株）荏原電産
〒 143-0016 TEL： 03-6384-8418

東京都大田区大森北三丁目２番１６号

代表者： 代表取締役 川松　茂

ミゾタ 6300001000946 トウキョウシテン ● ●

（株）ミゾタ （株）ミゾタ　東京支店

〒 840-8686 TEL： 0952-26-2551 〒 105-0013 TEL： 03-6403-4171 ●

佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号 東京都港区浜松町２丁目１番１８号　東亜ビル５階 松尾　秀彦

代表者： 取締役社長 井田　建

カシマレイネツ 7050001020614 なし ● ●

（株）鹿島冷熱
〒 314-0144 TEL： 0299-92-3353

茨城県神栖市大野原五丁目１番５７号

代表者： 代表取締役 清水　義昭

ニホンチョウリキ 8010801009041 チバエイギョウショ ●

日本調理機（株） 日本調理機（株）　千葉営業所

〒 144-8513 TEL： 03-3738-8259 〒 264-0032 TEL： 043-207-6150 ● ●

東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 千葉市若葉区みつわ台４丁目２番１８号 相川　泰郎

代表者： 代表取締役社長 齋藤　有史

タイセイユウラクフドウサン 7010001049087 チバシテン ● ● ●

大成有楽不動産（株） 大成有楽不動産（株）　千葉支店 ●

〒 104-8330 TEL： 03-3567-9411 〒 260-0028 TEL： 043-238-9661

東京都中央区京橋三丁目１３番１号 千葉市中央区新町１０００番地 湯川　敦司

代表者： 代表取締役社長 浜中　裕之

メイデンエンジニアリング 1010701028239 ヒガシカントウシテン ● ●

（株）明電エンジニアリング （株）明電エンジニアリング　東関東支店 ●

〒 141-8607 TEL： 03-3490-7216 〒 260-0843 TEL： 043-266-0590 ●

東京都品川区大崎三丁目７番９号 千葉市中央区末広４丁目１５番２号 金谷　博司

代表者： 取締役社長 栗原　克己
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ヨコガワソリューションサービス 2012401013379 ハマノエイギョウショ ●

横河ソリューションサービス（株） 横河ソリューションサービス（株）　浜野営業所

〒 180-8750 TEL： 0422-52-6701 〒 260-0825 TEL： 043-263-8370 ●

東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 千葉市中央区村田町１２１１ 奥矢　毅

代表者： 代表取締役 村井　哲也

フジテック 3160001009212 シュトケントウカツホンブヒガシカントウシテン ●

フジテック（株） フジテック（株）　首都圏統括本部東関東支店

〒 522-8588 TEL： 0749-30-7111 〒 260-0013 TEL： 043-224-2271

滋賀県彦根市宮田町５９１番地１ 千葉市中央区中央一丁目１１番１号 瀬尾　浩

代表者： 代表取締役社長 内山　高一

フジデンキ 9020001071492 ヒガシカントウシテン ● ●

富士電機（株） 富士電機（株）　東関東支店

〒 141-0032 TEL： 03-5435-7111 〒 260-0843 TEL： 043-266-7622 ●

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 千葉市中央区末広４丁目２０番１号 三笠　勝弘

代表者： 代表取締役 北澤　通宏

シンフォニアエンジニアリング 2190001006711 チバエイギョウショ ●

シンフォニアエンジニアリング（株） シンフォニアエンジニアリング（株）　千葉営業所

〒 516-8553 TEL： 0596-36-4479 〒 274-0053 TEL： 047-457-5023

三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 船橋市豊富町６３１番１２ 大堀　和広

代表者： 代表取締役社長 吉田　道生

コウシン 9120001079030 カントウシテン ●

光伸（株） 光伸（株）　関東支店

〒 538-0053 TEL： 06-6911-7100 〒 270-0031 TEL： 047-342-9888

大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 松戸市横須賀一丁目１番地６ 安藤　行雄

代表者： 代表取締役社長 川崎　義徳

ダイイチテクノ 8010701005413 チバエイギョウショ ● ●

（株）第一テクノ （株）第一テクノ　千葉営業所 ●

〒 140-0013 TEL： 03-5762-8008 〒 260-0834 TEL： 043-209-9291 ● ●

東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 千葉市中央区今井二丁目１４番５号 竹村　信彦

代表者： 代表取締役 向井　善彦

トウキョウレイキコウギョウ 5010001005315 チバエイギョウショ ●

東京冷機工業（株） 東京冷機工業（株）　千葉営業所

〒 113-0021 TEL： 03-3943-5551 〒 260-0834 TEL： 043-305-0710

東京都文京区本駒込六丁目２４番５号 千葉市中央区今井１丁目１８番１５号 粟飯原　進

代表者： 代表取締役 吉田　丈太朗

ホシイリョウサンキ 2011801011868 チバシテン ●

（株）星医療酸器 （株）星医療酸器　千葉支店

〒 121-0836 TEL： 03-3899-2101 〒 263-0002 TEL： 043-423-6111

東京都足立区入谷七丁目１１番１８号 千葉市稲毛区山王町３０５番１０号 武田　雅裕

代表者： 代表取締役社長 星　幸男

トキワデンギョウ 7010501013311 チバエイギョウショ ●

常盤電業（株） 常盤電業（株）　千葉営業所 ●

〒 110-0015 TEL： 03-3833-3511 〒 270-1431 TEL： 047-404-3351 ● ●

東京都台東区東上野一丁目１１番６号 白井市根４３７番９ 伊藤　孝之

代表者： 代表取締役 竹野　誠一
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ミツビシデンキビルテクノサービス 5010001030412 シュトケンダイイチシシャ　チバシテン ●

三菱電機ビルテクノサービス（株） 三菱電機ビルテクノサービス（株）　首都圏第一支社　千葉支店

〒 116-0002 TEL： 03-5810-5300 〒 260-0015 TEL： 043-215-8660

東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 千葉市中央区富士見二丁目３番１号 会見　健吾

代表者： 代表取締役 吉川　正巳

ネット 6010001053940 マツドシテン ● ● ● ●

（株）ネット （株）ネット　松戸支店

〒 104-0043 TEL： 03-3553-3521 〒 270-2261 TEL： 047-702-3918

東京都中央区湊三丁目２番１１号 松戸市常盤平６丁目２９番地の１６ 寺田　義男

代表者： 代表取締役 明知　寛延

テクノヤザキ 8010701016063 チバエイギョウショ ●

テクノ矢崎（株） テクノ矢崎（株）　千葉営業所

〒 140-0004 TEL： 03-5783-1401 〒 263-0051 TEL： 043-285-3031

東京都品川区南品川二丁目２番１０号 千葉市稲毛区園生町４１０番地１号 藤林　孝司

代表者： 代表取締役 藤塚　義成

マルヤマエクセル 8010601020388 ヒガシニホンエイギョウショ ●

マルヤマエクセル（株） マルヤマエクセル（株）　東日本営業所

〒 101-0047 TEL： 03-3252-2283 〒 283-0044 TEL： 0475-52-8755

東京都千代田区内神田三丁目４番１５号 東金市小沼田１６２４番１号 村野　剛

代表者： 代表取締役 遠藤　茂巳

フルテック 3430001013822 チバシテン ●

フルテック（株） フルテック（株）　千葉支店

〒 060-0041 TEL： 011-222-3572 〒 264-0028 TEL： 043-214-4111

北海道札幌市中央区大通東３丁目４番地の３ 千葉市若葉区桜木六丁目１３番２号 鈴木　宏尚

代表者： 代表取締役社長 古野　重幸

スミトモデンセツ 7120001044515 ヒガシカントウシテン ●

住友電設（株） 住友電設（株）　東関東支店

〒 550-8550 TEL： 06-6537-3580 〒 260-0013 TEL： 043-223-0571 ●

大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４号 千葉市中央区中央二丁目９番２０号 北原　裕司

代表者： 取締役社長 坂崎　全男

ニッタン 3011001017236 ヒガシカントウシシャ ●

ニッタン（株） ニッタン（株）　東関東支社

〒 151-8535 TEL： 03-5333-8602 〒 262-0033 TEL： 043-275-7576

東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 千葉市花見川区幕張本郷五丁目１２番５号 横川　清次

代表者： 代表取締役社長 板倉　秀樹

トモエショウカイ 3010001024291 なし ●

（株）巴商会
〒 101-0041 TEL： 03-3254-2611

東京都千代田区神田須田町二丁目６番地

代表者： 代表取締役社長 山崎　純大

エネサーブ 2160001003901 なし ●

エネサーブ（株）
〒 520-2152 TEL： 077-543-6330

滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

代表者： 代表取締役 松尾　昌明

東日本営業所
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ダイキンコウギョウ 8120001059660 サービスホンブ　ヒガシニホンサービスブ ●

ダイキン工業（株） ダイキン工業（株）　サービス本部　東日本サービス部

〒 530-8323 TEL： 06-6373-4312 〒 143-0015 TEL： 03-3298-2166

大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル 東京都大田区大森西三丁目２９番７号 坂田　明彦

代表者： 代表取締役 十河　政則

アイビーテクノス 2010901000236 チバエイギョウショ ● ●

アイ・ビー・テクノス（株） アイ・ビー・テクノス（株）　千葉営業所

〒 155-0033 TEL： 03-6758-0222 〒 262-0033 TEL： 043-298-1771

東京都世田谷区代田三丁目３６番３号 千葉市花見川区幕張本郷一丁目５番１号　幕張本郷木村ビル１０１ 古川　利行

代表者： 代表取締役社長 金子　清貴

シンセイビルテクノ 9010501005298 チバシテン ● ● ● ●

新生ビルテクノ（株） 新生ビルテクノ（株）　千葉支店 ● ●

〒 113-0022 TEL： 03-5814-0111 〒 260-0028 TEL： 043-238-2277

東京都文京区千駄木３丁目５０番１３号 千葉市中央区新町２２番地１ 草ナギ　信広

代表者： 代表取締役社長 荒川　洋

シンニッポンクウチョウ 2010001062912 カントウシテン ●

新日本空調（株） 新日本空調（株）　関東支店

〒 103-0007 TEL： 03-3639-2720 〒 260-0013 TEL： 043-221-8311

東京都中央区日本橋浜町２丁目３１番１号　浜町センタービル 千葉市中央区中央１丁目１１番１号　千葉中央ツインビル１号館 前川　伸二

代表者： 代表取締役社長 夏井　博史

タイセイオンチョウ 3010701005946 ヒガシカントウシテン ●

大成温調（株） 大成温調（株）　東関東支店

〒 140-8515 TEL： 03-5742-7301 〒 260-0027 TEL： 043-245-7600

東京都品川区大井一丁目４７番１号 千葉市中央区新田町１番１号 小薗江　清隆

代表者： 代表取締役社長 水谷　憲一

フソウ 9010001055694 チバエイギョウショ ●

（株）フソウ （株）フソウ　千葉営業所 ●

〒 761-8551 TEL： 03-6880-2110 〒 272-0144 TEL： 043-227-8050

香川県高松市郷東町７９２番地８ 千葉市中央区富士見一丁目１５番９号 下村　淳一

代表者： 代表取締役社長 野村　充伸

タイヘイエンジニアリング 2010001004567 なし ● ● ●

（株）太平エンジニアリング
〒 113-8474 TEL： 03-3817-5445

東京都文京区本郷一丁目１９番６号

代表者： 代表取締役 後藤　悟志

ニホンエレベーターセイゾウ 8010001032926 チバシュッチョウショ ●

日本エレベーター製造（株） 日本エレベーター製造（株）　千葉出張所

〒 101-0032 TEL： 03-3866-0266 〒 260-0024 TEL： 043-238-9411

東京都千代田区岩本町一丁目１０番３号 千葉市中央区中央港二丁目４番６号 さら井　久治

代表者： 代表取締役社長 千足　邦男

トウヨウケミカルエンジニアリング 7010401020309 チバエイギョウショ ●

東洋ケミカルエンジニアリング（株） 東洋ケミカルエンジニアリング（株）　千葉営業所

〒 106-0032 TEL： 03-3583-6305 〒 297-0017 TEL： 047-525-3888 ●

東京都港区六本木三丁目１８番１２号 茂原市東郷１４３９番地 野地　隆

代表者： 代表取締役 佐々木　勝彦
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トウキヨウアンテナコウジ 2011801003097 なし ● ●

東京アンテナ工事（株）
〒 124-0023 TEL： 03-3691-8111 ●

東京都葛飾区東新小岩五丁目１９番２号

代表者： 代表取締役 三矢　宏

ブンカシヤッター 3010001088907 ヒガシカントウシテン ●

文化シヤッター（株） 文化シヤッター（株）　東関東支店

〒 113-8535 TEL： 03-5844-7215 〒 264-0025 TEL： 043-231-2100

東京都文京区西片１丁目１７番３号 千葉市若葉区都賀３丁目３３番２３号 天野　治

代表者： 代表取締役 潮崎　敏彦

ミツワデンキ 1010001058408 カイハツエイギョウブ ●

ミツワ電機（株） ミツワ電機（株）　開発営業部

〒 103-0004 TEL： 03-3862-1111 〒 103-0003 TEL： 03-6861-3581 ● ●

東京都中央区東日本橋二丁目２６番３号 東京都中央区日本橋横山町９‐１２ 熊前　義雄

代表者： 代表取締役 滝澤　健雄

ヒタチサンキシステム 7010001090826 トウキョウサービスブ ●

（株）日立産機システム （株）日立産機システム　東京サービス部

〒 101-0022 TEL： 03-4345-6000 〒 275-8520 TEL： 047-451-3111

東京都千代田区神田練塀町３番地 習志野市茜浜３丁目１番２号 品田　頼之

代表者： 代表取締役 荒谷　豊

トウシバテクノシステム 5010501015409 なし ●

東芝テクノシステム（株）
〒 101-0021 TEL： 03-6370-7600

東京都千代田区外神田一丁目１番８号

代表者： 代表取締役 鈴木　忠朗

トドロキサンギョウ 9210001002528 チバエイギョウショ ●

轟産業（株） 轟産業（株）　千葉営業所

〒 918-8550 TEL： 0776-36-5520 〒 260-0016 TEL： 043-225-6660

福井県福井市毛矢三丁目２番４号 千葉市中央区栄町４２番１１号　日本企業会館 林　正美

代表者： 代表取締役 酒井　貞美

ニッショウ 8010601005653 チバシテン ●

（株）ニッショウ （株）ニッショウ　千葉支店

〒 135-0003 TEL： 03-3632-3420 〒 260-0851 TEL： 043-224-7571

東京都江東区猿江二丁目８番２号 千葉市中央区矢作町１５１番２号 財部　志郎

代表者： 代表取締役 金子　勝明

ホーチキ 3010701008973 チバシシャ ●

ホーチキ（株） ホーチキ（株）　千葉支社

〒 141-8660 TEL： 03-3444-4111 〒 260-0013 TEL： 043-223-5533

東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 千葉市中央区中央１丁目１１番１号 森　重樹

代表者： 代表取締役社長 山形　明夫

ケイヨウテイサン 1010001042691 フナバシコウジョウ ●

京葉帝酸（株） 京葉帝酸（株）　船橋工場

〒 103-0027 TEL： 03-3271-9041 〒 273-0864 TEL： 047-422-5535 ●

東京都中央区日本橋二丁目９番６号 船橋市北本町一丁目１０番２号 大山　精二

代表者： 代表取締役 徳江　隆
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ノウミボウサイ 5010001008739 チバシシャ ●

能美防災（株） 能美防災（株）　千葉支社

〒 102-8277 TEL： 03-3265-0211 〒 260-0821 TEL： 043-266-0303

東京都千代田区九段南四丁目７番３号 千葉市中央区若草一丁目２番１２号 村井　昭之

代表者： 代表取締役社長 伊藤　龍典

タイセイセツビ 5011101011888 ヒガシカントウシテン ●

大成設備（株） 大成設備（株）　東関東支店

〒 163-0217 TEL： 03-6302-0160 〒 260-0015 TEL： 043-201-2411

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 千葉市中央区富士見二丁目３番１号 藤田　聡

代表者： 代表取締役 児玉　雅宏

クマリフト 6120901009295 チバエイギョウショ ●

クマリフト（株） クマリフト（株）　千葉営業所

〒 550-0003 TEL： 06-6445-6700 〒 260-0022 TEL： 043-242-7502

大阪府大阪市西区京町堀一丁目１２番２０号 千葉市中央区神明町１３番地１ 永友　章

代表者： 代表取締役 熊谷　知哉

ダイダン 6120001045084 チバシテン ●

ダイダン（株） ダイダン（株）　千葉支店

〒 550-8520 TEL： 06-6441-8231 〒 261-0023 TEL： 043-211-8881

大阪府大阪市西区江戸堀一目９番２５号 千葉市美浜区中瀬１丁目６番 名田　卓実

代表者： 取締役社長 藤澤　一郎

ハシモトサンギョウ 9010001026316 チバエイギョウショ ● ●

橋本産業（株） 橋本産業（株）　千葉営業所

〒 101-8605 TEL： 03-3257-7080 〒 264-0023 TEL： 043-232-2861

東京都千代田区神田紺屋町３４番地 千葉市若葉区貝塚町１３１３番１ 鈴木　貴

代表者： 代表取締役 橋本　浩一

ザトーカイ 7080001001735 コウアツチバシテン ●

（株）ザ・トーカイ （株）ザ・トーカイ　高圧千葉支店

〒 420-0034 TEL： 054-254-8181 〒 292-0061 TEL： 0439-87-5777

静岡県静岡市葵区常磐町二丁目６番地の８ 富津市新富１０１‐１ 石川　和秀

代表者： 代表取締役 小栗　勝男

ニッポンビルコン 9010601024883 チバサービスセンター ●

日本ビルコン（株） 日本ビルコン（株）　千葉サービスセンター

〒 130-0023 TEL： 03-5600-2371 〒 260-0034 TEL： 043-204-2451

東京都墨田区立川二丁目１１番１０号 千葉市中央区汐見丘町８番１２号 伊藤　賢典

代表者： 代表取締役 窪田　勝

ヤスカワデンキ 5290801010767 トウキョウシシャ ●

（株）安川電機 （株）安川電機　東京支社

〒 806-0004 TEL： 093-645-8840 〒 105-6891 TEL： 03-5402-4534

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 東京都港区海岸一丁目１６番１号 高田　浩志

代表者： 代表取締役 小笠原　浩

ジャパンエレベーターサービスジョウナン 3010001165219 なし ●

ジャパンエレベーターサービス城南（株）
〒 101-0031 TEL： 03-3851-8251

東京都千代田区東神田一丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 宮寺　忠裕
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エバラジツギョウ 5010001039024 ヒガシカントウシシャ ● ●

荏原実業（株） 荏原実業（株）　東関東支社 ●

〒 104-8174 TEL： 03-5565-2881 〒 260-0027 TEL： 043-241-8311 ●

東京都中央区銀座七丁目１４番１号 千葉市中央区新田町５番１０号　わかちく千葉ビル 東　享延

代表者： 代表取締役 鈴木　久司

ニッポンデンセツコウギョウ 6010501016240 ヒガシカントウシテン ●

日本電設工業（株） 日本電設工業（株）　東関東支店

〒 110-8706 TEL： 03-3822-8811 〒 263-0041 TEL： 043-287-3201

東京都台東区池之端一丁目２番２３号 千葉市稲毛区黒砂台三丁目１番１号 美斉津　悟

代表者： 代表取締役社長 土屋　忠巳

ヒタチゾウセン 3120001031541 トウキョウホンシャ ●

日立造船（株） 日立造船（株）　東京本社 ●

〒 559-8559 TEL： 06-6569-0001 〒 140-0013 TEL： 03-6404-0831 ●

大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 小木　均

代表者： 取締役社長 谷所　敬

アズビル 9010001096367 ビルシステムカンパニー　ヒガシカントウシテン ● ●

アズビル（株） アズビル（株）　ビルシステムカンパニー　東関東支店 ●

〒 100-6419 TEL： 03-6810-1000 〒 260-0014 TEL： 043-222-6581 ●

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 千葉市中央区本千葉町１番１号 関　達彦

代表者： 代表取締役社長 曽禰　寛純

エバラレイネツシステム 1010801013446 チバエイギョウショ ●

荏原冷熱システム（株） 荏原冷熱システム（株）　千葉営業所

〒 143-0016 TEL： 03-6384-8080 〒 260-0032 TEL： 043-243-5011

東京都大田区大森北三丁目２番１６号 千葉市中央区登戸三丁目４番７号 清水　純一

代表者： 代表取締役 庄野　道

トウシバキヤリア 7010401050933 サービスエイギョウブ ●

東芝キヤリア（株） 東芝キヤリア（株）　サービス営業部

〒 212-0013 TEL： 044-331-7400 〒 212-0013 TEL： 044-331-7438

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 山中　康裕

代表者： 代表取締役 久保　徹

サンキコウギョウ 2010001008683 なし ●

三機工業（株）
〒 104-8506 TEL： 03-6367-7100

東京都中央区明石町８番１号

代表者： 代表取締役社長執行役員 長谷川　勉

ジェイエフイープラントエンジ 6010501018807 ヒガシカントウシテン ● ●

ＪＦＥプラントエンジ（株） ＪＦＥプラントエンジ（株）　東関東支店

〒 111-0051 TEL： 03-3864-3865 〒 260-0835 TEL： 043-308-3290

東京都台東区蔵前ニ丁目１７番４号 千葉市中央区川崎町１‐３４ 荒武　正義

代表者： 代表取締役社長 齋數　正晴

ニッポンシューター 5130001024831 なし ● ● ●

（株）日本シューター ●

〒 101-0062 TEL： 03-3518-8600

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地

代表者： 代表取締役 新井　秀明
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フジフルカワイーアンドシー 6020001077096 ヒガシカントウシテン ●

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）　東関東支店

〒 212-0013 TEL： 044-548-4500 〒 260-0843 TEL： 043-265-4181

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 千葉市中央区末広五丁目８番６号 岸　宏宣

代表者： 代表取締役社長 日下　高

ニホンクウチョウサービス 6180001002699 チバエイギョウショ ● ● ●

日本空調サービス（株） 日本空調サービス（株）　千葉営業所 ●

〒 465-0042 TEL： 052-773-2511 〒 261-0005 TEL： 043-306-3781

愛知県名古屋市名東区照が丘２３９番２ 千葉市美浜区稲毛海岸５丁目１番２号 扇谷　雅雄

代表者： 代表取締役 田中　洋二

セントラルエンジニアリング 9010601025857 チバエイギョウショ ● ●

セントラルエンジニアリング（株） セントラルエンジニアリング（株）　千葉営業所

〒 130-0002 TEL： 03-3622-3101 〒 274-0063 TEL： 047-407-2106

東京都墨田区業平三丁目２番２号 船橋市習志野台４丁目１２番４棟５０２号 太田　彦治

代表者： 代表取締役 柳田　則雄

シントウエレベーターコウギョウ 6010001131985 カンダエイギョウショ ●

辰東エレベーター工業（株） 辰東エレベーター工業（株）　神田営業所

〒 101-0031 TEL： 03-5820-2280 〒 101-0047 TEL： 03-5281-9230

東京都千代田区東神田二丁目８番７号 東京都千代田区内神田一丁目１５番３号 金子　隆幸

代表者： 代表取締役 笹原　俊一

メタウォーター 8010401075293 チバエイギョウショ ● ● ●

メタウォーター（株） メタウォーター（株）　千葉営業所 ●

〒 101-0041 TEL： 03-6853-7338 〒 260-0025 TEL： 043-379-4847 ●

東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 千葉市中央区問屋町１番３５号 花田　真児

代表者： 代表取締役社長 中村　靖

トウキョウデンセツサービス 7010401020696 チバセンター ●

東京電設サービス（株） 東京電設サービス（株）　千葉センター

〒 110-0015 TEL： 03-6371-3000 〒 273-0864 TEL： 047-769-1900

東京都台東区東上野六丁目２番１号 船橋市北本町一丁目１７番１１号 坂本　吉夫

代表者： 代表取締役 手島　康博

アイエイチアイカイテンキカイエンジニアリング 6010601036378 トウキョウジギョウショ ●

（株）ＩＨＩ回転機械エンジニアリング （株）ＩＨＩ回転機械エンジニアリング　東京事業所

〒 135-0062 TEL： 03-6703-0350 〒 135-0062 TEL： 03-6703-0635

東京都江東区東雲一丁目７番１２号 東京都江東区東雲１丁目７番１２号 中崎　直人

代表者： 代表取締役社長 石毛　秀明

オルガノプラントサービス 5010001001652 カントウジギョウショ ●

オルガノプラントサービス（株） オルガノプラントサービス（株）　関東事業所 ●

〒 113-0033 TEL： 03-5689-6081 〒 113-0033 TEL： 03-5689-6081

東京都文京区本郷五丁目５番１６号 東京都文京区本郷五丁目５番１６号 田上　和宏

代表者： 代表取締役社長 安藤　正士

タカサゴマルセイエンジニアリングサービス 7011101020284 チバエイギョウショ ● ●

高砂丸誠エンジニアリングサービス（株） 高砂丸誠エンジニアリングサービス（株）　千葉営業所 ● ●

〒 108-0023 TEL： 03-3455-3600 〒 260-0016 TEL： 043-202-5550

東京都港区芝浦四丁目１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階 千葉市中央区栄町３２番地１０ 高岡　英治

代表者： 代表取締役社長 中村　章
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ヤシマデンキ 9010401029819 チバエイギョウショ ●

八洲電機（株） 八洲電機（株）　千葉営業所

〒 105-8686 TEL： 03-3507-3623 〒 260-0834 TEL： 043-208-5888

東京都港区新橋三丁目１番１号 千葉市中央区今井１丁目２０番１号Ｙ’ｓ２１ビル 山崎　直紀

代表者： 代表取締役 太田　明夫

エヌビーイー 2011101003310 チバシテン ● ●

（株）エヌビーイー （株）エヌビーイー　千葉支店

〒 161-0034 TEL： 03-3361-7751 〒 224-0002 TEL： 043-236-6361

東京都新宿区上落合一丁目２９番１３号 千葉市若葉区千城台東一丁目２番５‐３０１号 幅　弘光

代表者： 代表取締役 伊藤　広隆

リクシルスズキシャッター 9013301013446 チバエイギョウショ ●

（株）ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター （株）ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター　千葉営業所

〒 170-0005 TEL： 03-3944-1111 〒 260-0033 TEL： 043-246-9325

東京都豊島区南大塚一丁目１番４号 千葉市中央区春日一丁目２１番５号 川口　貴由

代表者： 取締役社長 山田　智

トウキュウコミュニティー 4010901008681 なし ● ● ●

（株）東急コミュニティー
〒 158-8509 TEL： 03-5717-1076 ●

東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号

代表者： 代表取締役 雜賀　克英

ヤンマーハクヨウシステム 1140001083756 チバシテン ●

ヤンマー舶用システム（株） ヤンマー舶用システム（株）　千葉支店

〒 664-0851 TEL： 072-773-5860 〒 299-2862 TEL： 04-7098-2002

兵庫県伊丹市中央三丁目１番１７号 鴨川市太海２２３番１ 須賀　篤史

代表者： 代表取締役 吉村　仁

エイチワイエスエンジニアリングサービス 7012701009163 サービスジギョウブ　サービスホンブ ●

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス　サービス事業部　サービス本部

〒 187-8512 TEL： 042-320-5931 〒 187-8512 TEL： 050-3383-3582 ●

東京都小平市御幸町３２番地 東京都小平市御幸町３２番地 森　謙一

代表者： 代表取締役 飯田　一郎

ジョンソンコントロールズ 8011001046081 ヒガシカントウシテン ●

ジョンソンコントロールズ（株） ジョンソンコントロールズ（株）　東関東支店

〒 151-0073 TEL： 03-5738-6100 〒 260-0027 TEL： 043-204-6801

東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号笹塚ＮＡビル 千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル 中居　誠

代表者： 代表取締役社長 吉田　浩

シンリョウレイネツコウギョウ 8011101010326 チバシテン ●

新菱冷熱工業（株） 新菱冷熱工業（株）　千葉支店

〒 160-8510 TEL： 03-3357-2151 〒 260-0045 TEL： 043-287-8291

東京都新宿区四谷二丁目４番地 千葉市中央区弁天一丁目１５番３号　大宗北口ビル 楠本　英樹

代表者： 代表取締役 加賀美　猛

シンゴウキザイ 2020001069493 チバエイギョウショ ●

信号器材（株） 信号器材（株）　千葉営業所 ● ●

〒 211-0016 TEL： 044-411-2191 〒 260-0855 TEL： 043-202-2770 ●

神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 千葉市中央区市場町６‐８ 水野　圭

代表者： 代表取締役社長 前島　敏雄
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エヌティティファシリティーズ 3010401005008 なし ●

（株）ＮＴＴファシリティーズ
〒 108-0023 TEL： 03-5444-5725

東京都港区芝浦三丁目４番１号

代表者： 代表取締役社長 一法師　淳

カンデンコウ 9010401006818 チバシテン ●

（株）関電工 （株）関電工　千葉支店 ●

〒 108-8533 TEL： 03-4431-2111 〒 260-8558 TEL： 043-370-4700 ●

東京都港区芝浦四丁目８番３３号 千葉市中央区新宿二丁目１番２４号 都瑠　浩司

代表者： 取締役社長 森戸　義美

ニホンビルシステム 1050001033299 チバシテン ● ● ● ●

日本ビルシステム（株） 日本ビルシステム（株）　千葉支店 ● ●

〒 310-0805 TEL： 029-291-4764 〒 262-0032 TEL： 043-306-3740 ● ● ●

茨城県水戸市中央一丁目２番１５号 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地１４８ 田中　博人

代表者： 代表取締役 鎌田　勝正

アキラ 7010001036564 チバシテン ● ●

アキラ（株） アキラ（株）　千葉支店 ●

〒 103-0004 TEL： 03-3663-2281 〒 264-0023 TEL： 043-232-2281 ● ●

東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 千葉市若葉区貝塚町２０３４番地の１ 古谷　成彦

代表者： 取締役社長 中川　崇

ブンカシヤッターサービス 3010001088964 チバサービスシテン ●

文化シヤッターサービス（株） 文化シヤッターサービス（株）　千葉サービス支店

〒 170-0001 TEL： 03-5980-3160 〒 260-0001 TEL： 043-231-2790

東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 千葉市中央区都町２丁目２４番８　第３アクアビル 菰田　俊幸

代表者： 代表取締役 三田　充

ジェイファスト 6011201004072 トウキョウシテン ●

（株）ジェイファスト （株）ジェイファスト　東京支店

〒 164-8721 TEL： 03-3372-8992 〒 164-8721 TEL： 03-3372-8992

東京都中野区本町一丁目３２番２号 東京都中野区本町一丁目３２番２号 福田　博隆

代表者： 代表取締役社長 武田　信一

トウシバエレベータ 5010701006785 ヒガシカントウシシャ ●

東芝エレベータ（株） 東芝エレベータ（株）　東関東支社

〒 212-8585 TEL： 044-331-7036 〒 260-0013 TEL： 043-225-3521

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 千葉市中央区中央一丁目１１番１号 白水　聰

代表者： 代表取締役 中川　誠

ヒタチプラントメカニクス 2250001009781 カントウシテン ●

（株）日立プラントメカニクス （株）日立プラントメカニクス　関東支店

〒 744-0002 TEL： 03-5956-1301 〒 170-6039 TEL： 03-5956-1301

山口県下松市大字東豊井７９４番地 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 谷口　克宏

代表者： 代表取締役 中尾　剛

ニホンデンギ 1010601021483 チバシテン ●

日本電技（株） 日本電技（株）　千葉支店

〒 130-8556 TEL： 03-5624-1100 〒 260-0032 TEL： 043-243-0541 ●

東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 千葉市中央区登戸一丁目１番４号 伊藤　満之

代表者： 代表取締役 島田　良介
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サンレイシャ 2010001044308 ヒガシカントウシテン ●

（株）三冷社 （株）三冷社　東関東支店

〒 103-0023 TEL： 03-3231-3966 〒 260-0021 TEL： 043-242-9211

東京都中央区日本橋本町三丁目４番６号 千葉市中央区新宿一丁目１７番７号 五十嵐　章浩

代表者： 代表取締役 是常　博

サンワコムシスエンジニアリング 7011301014037 チバシテン ●

サンワコムシスエンジニアリング（株） サンワコムシスエンジニアリング（株）　千葉支店

〒 166-0003 TEL： 03-6365-3122 〒 289-1601 TEL： 0479-78-8085

東京都杉並区高円寺南２丁目１２番３号 山武郡芝山町香山新田７番地 山内　雅之

代表者： 代表取締役社長 坂本　繁実

ワイエムソウゴウサービス 2010001060965 なし ● ● ● ●

ワイエム総合サービス（株） ●

〒 103-0016 TEL： 03-3669-7581 ●

東京都中央区日本橋小網町６番１号

代表者： 代表取締役 沖　広美

テレコム 4020001020990 チバシテン ●

（株）テレコム （株）テレコム　千葉支店 ●

〒 224-0051 TEL： 045-942-2029 〒 260-0834 TEL： 043-305-0831 ●

神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 千葉市中央区今井一丁目１９番１２号 伊江　朝希

代表者： 代表取締役 堀越　寛生

テラオカオートドアシステム 3010701006399 チバエイギョウショ ●

寺岡オート・ドアシステム（株） 寺岡オート・ドアシステム（株）　千葉営業所

〒 141-0031 TEL： 03-3493-3585 〒 273-0011 TEL： 047-435-3798

東京都品川区西五反田三丁目６番２１号 船橋市湊町一丁目７番４号 伏木　高城

代表者： 代表取締役 有倉　良則

テクノリョウワ 3010401018661 チバシテン ●

（株）テクノ菱和 （株）テクノ菱和　千葉支店

〒 170-0005 TEL： 03-5978-2541 〒 260-0834 TEL： 043-268-7411

東京都豊島区南大塚二丁目２６番２０号　 千葉市中央区今井一丁目１７番８号 布施　孝一郎

代表者： 代表取締役 黒田　英彦

ディエックスアンテナ 5140001019293 チバエイギョウショ ●

ＤＸアンテナ（株） ＤＸアンテナ（株）　千葉営業所 ●

〒 652-0807 TEL： 078-682-0001 〒 260-0013 TEL： 043-304-6151

兵庫県神戸市兵庫区浜崎通２番１５号 千葉市中央区中央３丁目１０番４号マーキュリー千葉 張替　隆史

代表者： 代表取締役社長 米山　實

ニホンボウショクコウギョウ 1010801009056 トウキョウシテン ●

日本防蝕工業（株） 日本防蝕工業（株）　東京支店

〒 144-8555 TEL： 03-3737-8400 〒 144-8555 TEL： 03-3737-8450

東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 池田　直隆

代表者： 代表取締役社長 岩崎　順三

スズショウガスハンバイ 8030001004502 カシワエイギョウショ ●

（株）鈴商ガス販売 （株）鈴商ガス販売　柏営業所 ●

〒 362-0011 TEL： 048-812-7863 〒 277-0803 TEL： 04-7133-1131 ● ●

埼玉県上尾市大字平塚７３番地 柏市小青田３０番４号 斉藤　俊行　

代表者： 代表取締役社長 矢作　和男
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トウキョウガスエネルギー 3011801021222 チバシシャ ●

東京ガスエネルギー（株） 東京ガスエネルギー（株）　千葉支社

〒 103-0007 TEL： 03-6891-8300 〒 285-0815 TEL： 043-382-5300

東京都中央区日本橋浜町一丁目１２番９号 佐倉市城１８８番２４ 渡辺　雅人

代表者： 代表取締役 小宮　健司

ヤンマーエネルギーシステム 7120001103691 トウキョウシシャ ●

ヤンマーエネルギーシステム（株） ヤンマーエネルギーシステム（株）　東京支社 ●

〒 530-0014 TEL： 06-7636-2101 〒 101-0021 TEL： 03-6733-4220

大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号 尾形　宏仲

代表者： 代表取締役社長 中島　史雄

ツノダデンキコウギョウ 6010501008171 なし ●

角田電気工業（株）
〒 110-0003 TEL： 03-3872-5116

東京都台東区根岸五丁目１４番１２号

代表者： 代表取締役 重川　孝志

シンニホンクウチョウサービストウキョウ 5010401014601 チバエイギョウショ ● ●

（株）新日本空調サービス東京 （株）新日本空調サービス東京　千葉営業所

〒 108-0073 TEL： 03-3456-1731 〒 279-0043 TEL： 047-355-8980

東京都港区三田四丁目１０番４号 浦安市富士見四丁目１２番３号 吉村　和明

代表者： 代表取締役 松尾　長志

エスシーアライアンス 5011101007432 なし ●

（株）エス・シー・アライアンス
〒 151-0066 TEL： 03-3372-3616

東京都渋谷区西原一丁目２９番２号

代表者： 代表取締役社長 山中　洋一

シントウビソウ 3010901005416 チバシテン ● ● ● ●

（株）新東美装 （株）新東美装　千葉支店 ●

〒 158-0098 TEL： 03-6411-7097 〒 273-0111 TEL： 0474-42-2375

東京都世田谷区上用賀四丁目３番８号 鎌ヶ谷市北中沢三丁目１０番３７号 新町　勝彦

代表者： 代表取締役 新町　純一

テラルテクノサービス 9240001031400 チバエイギョウショ ● ●

テラルテクノサービス（株） テラルテクノサービス（株）　千葉営業所

〒 260-0815 TEL： 084-955-1111 〒 260-0815 TEL： 043-264-5260

広島県福山市御幸町大字森脇２３０番地 千葉市中央区今井町１４９３番地４号 梶本　隆博

代表者： 代表取締役 安田　久夫

カガヤサンギョウ 9010001013495 カシワエイギョウショ ●

加賀屋産業（株） 加賀屋産業（株）　柏営業所

〒 101-0021 TEL： 03-3253-7723 〒 277-0005 TEL： 04-7189-8201

東京都千代田区外神田二丁目１番４号 柏市柏５丁目３番７号ＫＳマンション３０３ 鏑木　龍輔

代表者： 代表取締役 金津　市明

オーテック 8010601001272 カンキョウシステムジギョウブ　チバエイギョウショ ●

（株）オーテック （株）オーテック　環境システム事業部　千葉営業所

〒 135-0016 TEL： 03-3699-0411 〒 260-0045 TEL： 043-239-6861 ●

東京都江東区東陽二丁目４番２号 千葉市中央区弁天一丁目１５番１号 萩原　和弘

代表者： 代表取締役社長 市原　伸一
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ビューローベリタスジャパン 6020001039609 なし ●

ビューローベリタスジャパン（株） ●

〒 231-0023 TEL： 045-641-4217

神奈川県横浜市中区山下町２２番地

代表者： 代表取締役 佐々木　泰介

エバラショウジ 2010001062813 チバエイギョウショ ●

荏原商事（株） 荏原商事（株）　千葉営業所 ●

〒 103-0025 TEL： 03-5645-0151 〒 270-2261 TEL： 047-311-0380 ●

東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 松戸市常盤平五丁目１８番地１ 冨山　格一

代表者： 代表取締役 島田　薫

スイングエンジニアリング 5010401137014 ヒガシカントウエイギョウショ ●

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 水ｉｎｇエンジニアリング（株）　東関東営業所

〒 108-0075 TEL： 03-6830-9055 〒 260-0015 TEL： 043-227-1350 ●

東京都港区港南一丁目７番１８号 千葉市中央区富士見２丁目１５番１１号 金森　武司

代表者： 代表取締役社長 池口　学

サイボウ 3030001003582 チバエイギョウショ ●

（株）サイボウ （株）サイボウ　千葉営業所

〒 337-0004 TEL： 048-687-3131 〒 277-0835 TEL： 04-7168-0130

埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 柏市松ヶ崎２３６番地１３ 吉田　憲生

代表者： 代表取締役 結城　剛

トウヨウシヤッター 4120001085479 チバエイギョウショ ●

東洋シヤッター（株） 東洋シヤッター（株）　千葉営業所

〒 542-0081 TEL： 06-4705-2110 〒 264-0029 TEL： 043-214-7051

大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 千葉市若葉区桜木北１丁目４番１号ライトヒルズ桜木１０１号 南埜　克郎

代表者： 代表取締役 岡田　敏夫

カクトウ 9100001000600 カドウケンチクブ ●

（株）角藤 （株）角藤　可動建築部

〒 381-8686 TEL： 026-221-8141 〒 101-0047 TEL： 03-3254-6310

長野県長野市南屋島５１５番地 東京都千代田区内神田三丁目２３番地５号 掛川　恵一

代表者： 取締役社長 大久保　公雄

エレベーターコミュニケーションズ 5010801017897 なし ●

エレベーターコミュニケーションズ（株）
〒 140-0013 TEL： 03-5767-8111

東京都品川区南大井６丁目１６番１６号　鈴中ビル大森３階

代表者： 代表取締役 薄田　章博

ライフポートセイヨウ 2010001090079 なし ● ● ●

（株）ライフポート西洋
〒 102-0074 TEL： 03-3221-9521

東京都千代田区九段南２丁目４番１６号

代表者： 代表取締役 平塚　一之

ユウセン 8010401132177 ギジュツトウカツブミナミカントウエンジニアセンター ● ●

（株）ＵＳＥＮ （株）ＵＳＥＮ　技術統括部南関東エンジニアセンター

〒 141-0021 TEL： 03-6823-7111 〒 141-0031 TEL： 03-5489-5777 ●

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 東京都品川区西五反田７丁目２２番地１７号ＴＯＣビル４階 西野　智憲

代表者： 代表取締役社長 田村　公正
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部長
151
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所長
147

所長
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アクエアー 8070001027012 チバシテン ●

アクエアー（株） アクエアー（株）　千葉支店

〒 371-0855 TEL： 027-212-5071 〒 272-0033 TEL： 047-315-0309

群馬県前橋市問屋町一丁目１１番地３ 市川市市川南三丁目１３番１２号リバー河端Ｃ棟２０２ 下田　将也

代表者： 代表取締役 井上　茂
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ケイエスエス 3012801004191 なし ●

ＫＳＳ（株）
〒 208-0023 TEL： 042-560-2042

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号

代表者： 代表取締役 深澤　重幸

サンセイテクノロジーズ 3120901006634 トウキョウシテン ●

三精テクノロジーズ（株） 三精テクノロジーズ（株）　東京支店

〒 532-0003 TEL： 06-6393-5661 〒 160-0022 TEL： 03-3356-5651

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 板垣　治

代表者： 代表取締役 良知　昇

ナンヨートレイディング 5011101015534 なし ●

（株）ナンヨートレイディング
〒 112-0002 TEL： 03-5802-6511

東京都文京区小石川五丁目２３番５号タナカーサ１階

代表者： 代表取締役 蜂谷　忠正

ヒビノアークス 5010401025103 なし ●

ヒビノアークス（株）
〒 108-0022 TEL： 03-6812-2871

東京都港区海岸三丁目９番１５号ＬＯＯＰーＸビル１２階

代表者： 代表取締役社長 小林　瑞夫

シンコウアトモス 9010601037869 なし ●

新晃アトモス（株）
〒 135-0007 TEL： 03-5638-3800

東京都江東区新大橋一丁目１１番４号

代表者： 代表取締役 内海　昭則

ニッポンコンテナターミナル 6010401022594 なし ●

日本コンテナ・ターミナル（株）
〒 108-0073 TEL： 03-5442-2161 ●

東京都港区三田１丁目４番２８号

代表者： 代表取締役 原　洋一郎

ニシオセイサクショ 3130001013126 なし ●

（株）西尾製作所
〒 607-8168 TEL： 075-594-0181

京都府京都市山科区椥辻池尻町４８番地

代表者： 代表取締役 西尾　惣一

ホウコクエンジニアリング 8240001022788 トウキョウエイギョウショ ●

（株）豊国エンジニアリング （株）豊国エンジニアリング　東京営業所

〒 739-0024 TEL： 082-422-1205 〒 104-0033 TEL： 03-6280-2803

広島県東広島市西条町御薗宇６４００番地４ 東京都中央区新川１丁目１７番２５号　東茅場町有楽ビル８階 野本　集一

代表者： 代表取締役 近藤　雅彦

カワモトサービス 3180001035322 シュトケンシテン ●

川本サービス（株） 川本サービス（株）　首都圏支店

〒 112-0002 TEL： 03-4526-0691 〒 112-0002 TEL： 03-4526-0691

東京都文京区小石川五丁目３２番８号 東京都文京区小石川五丁目３２番８号 小野　生明

代表者： 代表取締役 高津　悟

004
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006
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東京支店長
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サイタコウギョウ 6011501001694 ●

サイタ工業（株） サイタ工業（株）　　

〒 114-8553 TEL： 03-3576-0003 〒 114-8553 TEL： 03-3576-0003

東京都北区滝野川五丁目５番３号 東京都北区滝野川五丁目５番３号 矢嶋　高行

代表者： 代表取締役 廣瀬　正之

ヨコハマウォーター 4020001086371 なし ● ● ●

横浜ウォーター（株） ● ● ●

〒 231-0012 TEL： 045-651-6100 ● ●

神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地

代表者： 代表取締役 五十川　健郎

タカオテッコウショ 4120901024560 トウキョウジムショ ●

（株）高尾鉄工所 （株）高尾鉄工所　東京事務所

〒 561-0826 TEL： 06-6332-5751 〒 103-0027 TEL： 03-3272-8541

大阪府豊中市島江町一丁目３番２９号 東京都中央区日本橋一丁目２番１０号 山田　孝芳

代表者： 取締役社長 高尾　真司

ジーエスユアサ 5130001028411 トウキョウシシャ ●

（株）ＧＳユアサ （株）ＧＳユアサ　東京支社

〒 601-8520 TEL： 075-312-1211 〒 105-0011 TEL： 03-5402-5822

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 東京都港区芝公園一丁目７番１３号 谷口　隆

代表者： 取締役社長 村尾　修

マルイシテクノ 6180001002971 トウキョウシテン ●

丸石テクノ（株） 丸石テクノ（株）　東京支店

〒 464-0082 TEL： 052-712-1112 〒 124-0013 TEL： 03-5698-7214

愛知県名古屋市千種区上野三丁目９番１１号 東京都葛飾区東立石一丁目１９番２号 坂口　秀和

代表者： 代表取締役 大橋　利浩

ミツビシヒタチパワーシステムズインダストリー 5020001029726 ●

三菱日立パワーシステムズインダストリー（株） 三菱日立パワーシステムズインダストリー（株）　　

〒 231-0012 TEL： 045-227-4950 〒 231-0012 TEL： 045-227-4951 ●

神奈川県横浜市中区相生町三丁目５６番１号　ＫＤＸ横浜関内ビル 神奈川県横浜市中区相生町三丁目５６番１号　ＫＤＸ横浜関内ビル 伊藤　幸弘

代表者： 代表取締役 牧浦　秀治

チュウオウエレベーターコウギョウ 4010501008000 なし ●

中央エレベーター工業（株）
〒 110-0005 TEL： 03-5818-3444

東京都台東区上野三丁目４番９号

代表者： 代表取締役 福田　賢司

ソニービジネスソリューション 9010401044198 エイギョウブモンキギョウソリューションエイギョウブ ●

ソニービジネスソリューション（株） ソニービジネスソリューション（株）　営業部門　企業ソリューション営業部

〒 108-0075 TEL： 03-6748-3001 〒 108-0075 TEL： 050-3809-1133 ●

東京都港区港南一丁目７番１号 東京都港区港南一丁目７番１号 鄭　政彦

代表者： 代表取締役 宮島　和雄

カイヨウエンジニアリング 1010501011824 なし ●

海洋エンジニアリング（株） ● ●

〒 110-0016 TEL： 03-5846-0770 ●

東京都台東区台東四丁目２８番１１号

代表者： 代表取締役 鈴木　敏夫
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タカオ 7240001031229 なし ●

タカオ（株）
〒 720-0004 TEL： 084-955-1275

広島県福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１

代表者： 代表取締役 高尾　典秀

サンセイコウジサービス 5120001112851 トウキョウシテン ●

三精工事サービス（株） 三精工事サービス（株）　東京支店

〒 561-0843 TEL： 06-6866-3273 〒 114-0012 TEL： 03-5901-0015

大阪府豊中市上津島一丁目３番３号 東京都北区田端新町一丁目３１番２号２０１ 中島　康忠

代表者： 代表取締役 畑中　祐介

サンセイエンジニアリング 9120001132441 トウキョウシテン ●

（株）三精エンジニアリング （株）三精エンジニアリング　東京支店

〒 530-0033 TEL： 06-6357-0791 〒 116-0014 TEL： 03-6806-8525

大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 東京都荒川区東日暮里二丁目３番１１号２０１ 忠岡　功祐

代表者： 代表取締役 高岡　岳史

ゴコウ 9020001008544 なし ● ●

ゴコウ（株） ●

〒 224-0044 TEL： 045-473-7855 ●

神奈川県横浜市都筑区川向町７６番地

代表者： 代表取締役 兵頭　渉三

ニシダテッコウ 6330001012889 カントウシテン ●

西田鉄工（株） 西田鉄工（株）　関東支店 ●

〒 869-0494 TEL： 0964-23-1111 〒 130-0012 TEL： 03-3621-3135

熊本県宇土市松山町４５４１番地 東京都墨田区太平３丁目３番１２号　アドバンス喜月ビル 林田　聖二

代表者： 代表取締役 大渕　憲二

ダイハツディーゼル 3120001083145 トウキョウシシャ ●

ダイハツディーゼル（株） ダイハツディーゼル（株）　東京支社

〒 531-0076 TEL： 06-6454-2390 〒 103-0023 TEL： 03-3279-0828

大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番３０号 東京都中央区日本橋本町二丁目２番１０号 寺岡　勇

代表者： 代表取締役 木下　茂樹

エコプラン 4011101034254 なし ●

（株）エコ・プラン
〒 160-0023 TEL： 03-3366-1100

東京都新宿区西新宿七丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 三ッ廣　修

オオイワマシナリー 8010701017490 トウキョウシシャ ●

（株）大岩マシナリー （株）大岩マシナリー　東京支社

〒 144-0052 TEL： 03-6892-4241 〒 260-0834 TEL： 043-261-6601

東京都大田区蒲田五丁目２８番４号 千葉市中央区今井一丁目２０番１号 米持　二夫

代表者： 代表取締役 藤田　健太郎

バウアーコンプレッサー 9400001006212 なし ●

バウアー・コンプレッサー（株）
〒 024-0014 TEL： 0197-68-2251

岩手県北上市流通センター１０番３６号

代表者： 代表取締役 追留　輝喜

022

支店長
023

取締役常務執行役員東
京支社長024
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取締役支店長
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取締役支店長
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タカギエレクトロニクス 4120001066751 トウキョウシテン ●

タカギエレクトロニクス（株） タカギエレクトロニクス（株）　東京支店

〒 541-0041 TEL： 06-6209-3331 〒 101-0047 TEL： 03-6273-7361 ●

大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番１９号 東京都千代田区内神田１丁目１７番９号　ＴＣＵビル５階 新谷　昌弘

代表者： 代表取締役 高木　健

マルシマアクアシステム 9120001090020 トウキョウシテン ●

（株）丸島アクアシステム （株）丸島アクアシステム　東京支店 ●

〒 540-8577 TEL： 06-6766-3300 〒 103-0022 TEL： 03-3242-1972 ●

大阪府大阪市中央区谷町５丁目３番１７号 東京都中央区日本橋室町四丁目２番１０号　坂田ビル 上林　大

代表者： 取締役社長 島岡　秀和

デンギョウシャキカイセイサクショ 8010801007581 なし ●

（株）電業社機械製作所
〒 143-8558 TEL： 03-3298-5111

東京都大田区大森北一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 土屋　忠博

セーフティアンドセキュリティ 4011101069465 なし ●

セーフティ＆セキュリティ（株）
〒 160-0005 TEL： 03-5362-1022

東京都新宿区愛住町２３番地２

代表者： 代表取締役 山本　真彦

ニッシンデンシ 6010001006163 なし ●

日神電子（株）
〒 113-0033 TEL： 03-3816-4565

東京都文京区本郷三丁目４番１７号

代表者： 代表取締役 杉岡　久紀

チヨダボウサイ 8012701001573 なし ● ●

（株）千代田防災
〒 189-0026 TEL： 042-394-7846

東京都東村山市多摩湖町一丁目２４番地１

代表者： 代表取締役 田口　正幸

イケガミツウシンキ 6010801000811 なし ●

池上通信機（株）
〒 146-8567 TEL： 03-5700-1111 ●

東京都大田区池上五丁目６番１６号

代表者： 代表取締役 清森　洋祐

トウキョウハツデン 5010401035184 なし ●

東京発電（株）
〒 110-0008 TEL： 03-6371-5200

東京都台東区池之端一丁目２番１８号

代表者： 代表取締役社長 堀部　慶次

ホウコクコウギョウ 7240001023845 トウキョウシテン ●

豊国工業（株） 豊国工業（株）　東京支店

〒 739-0024 TEL： 082-493-7000 〒 104-0033 TEL： 03-6280-2801

広島県東広島市西条町御薗宇６４００番地３ 東京都中央区新川一丁目１７番２５号　東茅場町有楽ビル８階 金光　敬史

代表者： 代表取締役 金谷　俊宗
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コウヨウサンギョウ 6013301018811 なし ●

広洋産業（株）
〒 170-0005 TEL： 03-3984-5640

東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号南大塚アロービル２Ｆ

代表者： 代表取締役 中村　洋祐

トウコウタカオカ 5010601043417 デンリョクプラントジギョウホンブ　シャカイインフラエイギョウブ ●

（株）東光高岳 （株）東光高岳　電力プラント事業本部　社会インフラ営業部

〒 135-0061 TEL： 03-6371-5430 〒 135-0061 TEL： 03-6371-5430

東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 杉村　勲

代表者： 代表取締役社長 武部　俊郎

マイクロエレベーター 8011801011945 なし ●

（株）マイクロエレベーター
〒 120-0005 TEL： 03-5616-3725

東京都足立区綾瀬三丁目２５番１９号

代表者： 代表取締役 保田　昌徳

カジマメカトロエンジニアリング 2010401006766 なし ●

カジマメカトロエンジニアリング（株）
〒 107-0051 TEL： 03-5474-3720

東京都港区元赤坂一丁目１番５号富士陰ビル

代表者： 代表取締役 池田　邦彦

トーシン 6010901008242 なし ●

（株）トーシン
〒 198-0022 TEL： 0428-32-8481

東京都青梅市藤橋三丁目１４番３号

代表者： 代表取締役 渡邉　昌典

トウキョウシンギ 6010001034189 なし ●

東京信技（株）
〒 130-0024 TEL： 03-5624-5911

東京都墨田区菊川三丁目５番１号

代表者： 代表取締役 小倉　聡子

マツムラデンキセイサクショ 5010001007344 トウキョウシテン ●

（株）松村電機製作所 （株）松村電機製作所　東京支店

〒 113-0031 TEL： 03-3821-6169 〒 110-0008 TEL： 03-3821-6161 ●

東京都文京区根津二丁目１２番１号 東京都台東区池之端２丁目７番１７号　井門池之端ビル 塚田　暁

代表者： 代表取締役 松村　秀一

エフコム 6010401005112 なし ● ●

エフコム（株）
〒 105-0014 TEL： 03-6722-6710

東京都港区芝二丁目２８番８号

代表者： 代表取締役 町野　武重

ユウデンシャ 1011001023797 トウキョウシテン ●

（株）有電社 （株）有電社　東京支店

〒 151-0051 TEL： 03-5367-6001 〒 151-0051 TEL： 03-5367-6040

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目３３番８号 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目３３番８号 岡　潤

代表者： 代表取締役 横田　薫
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ヤマハサウンドシステム 3010001027922 なし ●

ヤマハサウンドシステム（株）
〒 103-0015 TEL： 03-5652-3600

東京都中央区日本橋箱崎町４１番１２号

代表者： 代表取締役 武田　信次郎

トウキョウツウシンデンセツ 4010401020815 なし ●

東京通信電設（株）
〒 105-0004 TEL： 03-3434-5101 ●

東京都港区新橋五丁目３５番１０号

代表者： 代表取締役 内田　剛

サンケンサービスコウジ 5010001044156 なし ● ●

三建サービス工事（株）
〒 103-0015 TEL： 03-3666-5015

東京都中央区日本橋箱崎町６番９号

代表者： 代表取締役 寺本　明男

ゼオライト　 3290001014125 なし ● ●

ゼオライト（株）
〒 812-0893 TEL： 092-441-0793

福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号

代表者： 代表取締役社長 嶋村　謙志

フジケンセツコウギョウ 3110001004787 なし ●

富士建設工業（株） ●

〒 950-3102 TEL： 025-255-4161

新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６

代表者： 代表取締役 鳴海　利彦

パナソニックボウサイシステムズ 5120001009032 トウキョウシシャ ●

パナソニック防災システムズ（株） パナソニック防災システムズ（株）　東京支社

〒 540-6130 TEL： 06-6942-9111 〒 105-0001 TEL： 03-5405-2011

大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 東京都港区虎ノ門三丁目４番７号 山根　浩司

代表者： 代表取締役 遠藤　徹

アイエイチアイゲンドウキ 9010001081674 なし ●

（株）ＩＨＩ原動機
〒 101-0021 TEL： 03-4366-1200

東京都千代田区外神田二丁目１４番５号

代表者： 代表取締役 矢矧　浩二

トースイ 2010001024581 なし ● ●

トースイ（株）
〒 102-0093 TEL： 03-5276-1101

東京都千代田区平河町一丁目７番７号

代表者： 代表取締役 柴田　達夫

ティエスジー 2010401055045 なし ●

（株）ティエスジー ●

〒 105-0013 TEL： 03-3459-6451 ●

東京都港区浜松町二丁目７番１６号

代表者： 代表取締役 野呂　尚弘
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サンキサービス 3140001059036 トウキョウセンター ● ●

（株）三機サービス （株）三機サービス　東京センター

〒 670-0944 TEL： 079-289-4411 〒 136-0071 TEL： 03-5609-4411

兵庫県姫路市阿保甲５７６番地１ 東京都江東区亀戸２丁目２６番１０号タチバナビル５Ｆ 大橋　一彦

代表者： 代表取締役 中島　義兼

ハシダブタイセツビ 4120101021722 なし ●

（株）橋田舞台設備
〒 587-0013 TEL： 072-369-1122 ●

大阪府堺市美原区真福寺７７番地１

代表者： 代表取締役 橋田　伸俊

ナカムラショウボウカガク 6310001008856 トウキョウエイギョウショ ●

（株）ナカムラ消防化学 （株）ナカムラ消防化学　東京営業所

〒 856-0042 TEL： 0957-52-1617 〒 124-0002 TEL： 03-5680-6823

長崎県大村市平町１９３３番地 東京都葛飾区西亀有２丁目３６番１号 中頭　徹男

代表者： 代表取締役 中村　康祐

カイセイコウギョウ 7330001010454 なし ●

開成工業（株）
〒 861-0124 TEL： 054-669-9225

熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１

代表者： 代表取締役 村山　典隆

システムエンジニアリング 7010501016306 なし ●

（株）システムエンジニアリング
〒 111-0052 TEL： 03-3866-3261

東京都台東区柳橋一丁目１３番３号

代表者： 代表取締役 田口　純

ビシクレット 7010401034770 なし ●

（株）ビシクレット
〒 105-0003 TEL： 03-3437-9710

東京都港区西新橋三丁目１５番１２号

代表者： 代表取締役 井上　喜一朗

マルモデンキ 8010001029410 なし ●

丸茂電機（株）
〒 101-0041 TEL： 03-3252-0321

東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地

代表者： 代表取締役 丸茂　正俊

サノヤスライド 9120001079930 なし ●

サノヤス・ライド（株） ●

〒 559-0016 TEL： 06-6684-1010 ● ●

大阪府大阪市住之江区西加賀屋二丁目２番１１号

代表者： 代表取締役社長 浅尾　洋光

アイエイチアイインフラケンセツ 5010601000905 カントウシテン ●

（株）ＩＨＩインフラ建設 （株）ＩＨＩインフラ建設　関東支店

〒 135-0016 TEL： 03-3699-2840 〒 135-0016 TEL： 03-3699-2840

東京都江東区東陽七丁目１番１号 東京都江東区東陽七丁目１番１号 北村　政道

代表者： 代表取締役 徳山　貴信
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マエカワセイサクショ 3010601034203 なし ●

（株）前川製作所
〒 135-8482 TEL： 03-3642-8182

東京都江東区牡丹３丁目１４番１５号

代表者： 代表取締役社長 前川　真

ミツビシジュウコウカンキョウカガクエンジニアリング 6020001083540 なし ●

三菱重工環境・化学エンジニアリング（株） ●

〒 220-0012 TEL： 045-227-1287

神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番２号

代表者： 代表取締役社長 神野　定治

タケミコーポレーション 5120101024369 なし ●

（株）タケミ・コーポレーション
〒 593-8316 TEL： 072-294-9801 ●

大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１

代表者： 代表取締役 廣瀬　丈巳

ニホンイカキカイセイサクショ 8120001048630 ツクバエイギョウショ ●

（株）日本医化器械製作所 （株）日本医化器械製作所　つくば営業所

〒 543-0014 TEL： 06-6765-0223 〒 305-0061 TEL： 029-855-7401 ●

大阪府大阪市天王寺区玉造元町３番９号八光ビル７階 茨城県つくば市稲荷前１３番１０号 中泉　幸男

代表者： 代表取締役 雉鼻　一郎

ソウテツキギョウ 6020001015213 なし ● ● ●

相鉄企業（株） ●

〒 220-0004 TEL： 045-319-2361

神奈川県横浜市西区北幸二丁目９番１４号

代表者： 代表取締役 佐武　宏

ヨコハマエレベータ 3020001029422 なし ●

横浜エレベータ（株）
〒 231-0025 TEL： 045-662-1594

神奈川県横浜市中区松影町２丁目８番６号

代表者： 代表取締役 勝　治雄

トウチクコウギョウ 2010401019371 なし ●

東蓄工業（株）
〒 108-0022 TEL： 03-3453-8511

東京都港区海岸三丁目５番１０号

代表者： 代表取締役 石川　勇

アセント 3120001073443 なし ● ●

（株）アセント
〒 108-0023 TEL： 03-5419-6022 ●

東京都港区芝浦四丁目１６番２３号

代表者： 代表取締役 木越　健二

フジヨシコウギョウ 8180001032505 トウキョウシシャ ●

藤吉工業（株） 藤吉工業（株）　東京支社

〒 453-0801 TEL： 03-3297-8261 〒 104-0033 TEL： 03-3297-8261

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目２番８号 東京都中央区新川一丁目１５番１１号小田中ビル２階 歸山　尚人

代表者： 代表取締役社長 加藤　靖始
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カワジュウレイネツコウギョウ 3160001012736 ヒガシニホンシシャ ●

川重冷熱工業（株） 川重冷熱工業（株）　東日本支社

〒 525-8558 TEL： 077-563-1111 〒 135-0042 TEL： 03-3649-1401

滋賀県草津市青地町１０００番地 東京都江東区木場１丁目５番２５号 池村　和哉

代表者： 代表取締役社長 篠原　進

トウテク 2010001051477 なし ●

東テク（株）
〒 103-0023 TEL： 03-6632-7000 ● ●

東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号

代表者： 代表取締役社長 長尾　克己

マルシマサンギョウ 2120001090019 なし ●

丸島産業（株）
〒 540-0012 TEL： 06-6766-2777 ●

大阪府大阪市中央区谷町五丁目３番１７号

代表者： 取締役社長 服部　勝哉

トウシバエルティーエンジニアリング 1021001044124 シュトケンエイギョウショ ●

東芝エルティーエンジニアリング（株） 東芝エルティーエンジニアリング（株）　首都圏営業所

〒 140-0004 TEL： 03-5479-3436 〒 212-8585 TEL： 044-331-7585

東京都品川区南品川二丁目２番１３号 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 中澤　浩一

代表者： 取締役社長 山田　修司

エアウォーターボウサイ 7140001004624 トウキョウホンシャ ●

エア・ウォーター防災（株） エア・ウォーター防災（株）　東京本社

〒 651-2271 TEL： 078-992-1400 〒 141-0031 TEL： 03-5435-7920

兵庫県神戸市西区高塚台三丁目２番地１６ 東京都品川区西五反田二丁目１２番３号 酒井　勇次

代表者： 代表取締役 山本　智幸

パナソニックエルエスエンジニアリング 3120001089786 トウキョウホンブ ●

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） パナソニックＬＳエンジニアリング（株）　東京本部 ●

〒 540-0001 TEL： 06-6910-0131 〒 135-0064 TEL： 03-5564-7053 ●

大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 東京都江東区青海一丁目１番２０号 秋月　伸也

代表者： 代表取締役 黒川　昭隆

シチズンテイアイシイ 8012401005081 トウキョウシテン ●

シチズンＴＩＣ（株） シチズンＴＩＣ（株）　東京支店

〒 184-0013 TEL： 042-386-2261 〒 184-0013 TEL： 042-386-2293 ●

東京都小金井市前原町五丁目６番１２号 東京都小金井市前原町五丁目６番１２号 日下部　鋭一

代表者： 代表取締役 吉牟田　正行

パナソニックカンキョウエンジニアリング 3120901008457 ヒガシニホンシテン ●

パナソニック環境エンジニアリング（株） パナソニック環境エンジニアリング（株）　東日本支店

〒 564-0062 TEL： 06-6338-1864 〒 108-0075 TEL： 03-3472-2478 ●

大阪府吹田市垂水町三丁目２８番３３号 東京都港区港南二丁目１２番２６号 手嶋　得詞

代表者： 代表取締役 右近　貞治

トウキョウデンキケンサキョウカイ 2010501009355 なし ●

（株）東京電気検査協会
〒 111-0053 TEL： 03-3862-5808

東京都台東区浅草橋一丁目２７番５号

代表者： 代表取締役 山田　加津世
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オイレスエコ 2010701025490 なし ●

オイレスＥＣＯ（株）
〒 141-0031 TEL： 03-5435-5461

東京都品川区西五反田七丁目２１番１号

代表者： 代表取締役社長 前田　隆

ニホンカンザイ 9140001069797 トウキョウホンシャ ● ● ●

日本管財（株） 日本管財（株）　東京本社

〒 662-8588 TEL： 0798-35-2200 〒 103-0027 TEL： 03-5299-0853

兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 東京都中央区日本橋２丁目１番１０号 高橋　邦夫

代表者： 代表取締役社長 福田　慎太郎

ヤシマファシリティサービス 9011801014501 なし ●

八洲ファシリティサービス（株）
〒 116-0014 TEL： 03-4243-1100

東京都荒川区東日暮里三丁目１１番１７号

代表者： 代表取締役 齋藤　勲

セントラルユニ 1010001103857 トウキョウシシャ ●

（株）セントラルユニ （株）セントラルユニ　東京支社

〒 101-0065 TEL： 03-3556-1331 〒 101-0065 TEL： 03-3556-8230 ●

東京都千代田区西神田二丁目３番１６号 東京都千代田区西神田二丁目３番１６号 河村　将之

代表者： 代表取締役社長 増田　順

ニッシンデンキ 8130001001588 トウキョウシシャ ● ●

日新電機（株） 日新電機（株）　東京支社

〒 615-8686 TEL： 075-864-9040 〒 101-0024 TEL： 03-5821-5907 ●

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

代表者： 代表取締役社長 齋藤　成雄

ニホンイトミック 9010601041747 なし ●

（株）日本イトミック
〒 131-0045 TEL： 03-3621-2121

東京都墨田区押上一丁目１番２号東京スカイツリーイーストタワー２４階

代表者： 代表取締役 伊藤　浩貴

ニホンボウサイギジュツセンター 4430001022392 トウキョウシテン ● ●

（株）日本防災技術センター （株）日本防災技術センター　東京支店

〒 001-0010 TEL： 011-736-1100 〒 151-0071 TEL： 03-5354-7990

北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 東京都渋谷区本町三丁目１０番３号清水橋矢部ビル９階 椿　公淳

代表者： 代表取締役 指川　司

シラカワブタイキコウ 7030001004040 なし ●

白川舞台機構（株）
〒 338-0835 TEL： 048-856-0865

埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１

代表者： 代表取締役 白川　裕司

エスエヌカンキョウテクノロジー 9120001044125 トウキョウシテン ●

エスエヌ環境テクノロジー（株） エスエヌ環境テクノロジー（株）　東京支店 ●

〒 554-0012 TEL： 06-4804-5503 〒 140-0013 TEL： 03-6404-0190

大阪府大阪市此花区西九条五丁目３番２８号 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 新保　和彦

代表者： 代表取締役 下田　栖嗣
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フジカロスイキ 4013301010563 なし ●

フジカ濾水機（株）
〒 170-0013 TEL： 03-3988-7106

東京都豊島区東池袋五丁目３９番１５号佐竹ビル３階

代表者： 代表取締役 蓬田　成男

エアロファシリティー 9010401047523 ファシリティージギョウブ ●

エアロファシリティー（株） エアロファシリティー（株）　ファシリティー事業部

〒 105-0004 TEL： 03-5402-6884 〒 105-0004 TEL： 03-5402-6810

東京都港区新橋四丁目９番１号 東京都港区新橋四丁目７番２号　６東洋海事ビル８階 木下　幹巳

代表者： 代表取締役 木下　幹巳

トウヨウツウシンコウギョウ 6011101037429 なし ● ●

東洋通信工業（株）
〒 160-0022 TEL： 03-6233-1759 ●

東京都新宿区新宿六丁目２５番７号

代表者： 代表取締役 六車　徹

ニホンビルテクノス 3010001005985 なし ●

（株）日本ビルテクノス
〒 113-0031 TEL： 03-5685-0900

東京都文京区根津一丁目４番６号

代表者： 代表取締役 迫野　翼

ニホンゴンドラ 7010001064846 なし ●

日本ゴンドラ（株）
〒 104-0031 TEL： 03-3562-7303

東京都中央区京橋一丁目１８番１号

代表者： 代表取締役 三宮　正則

アサヒボウサイセツビ 5010901000539 なし ●

旭防災設備（株） ● ●

〒 158-0095 TEL： 03-5717-9119 ●

東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号

代表者： 代表取締役 小池　一男

ケンセツカンキョウコンサルティング 8120001143852 チバシテン ● ●

（株）建設環境コンサルティング （株）建設環境コンサルティング　千葉支店 ● ●

〒 540-0031 TEL： 06-4791-3151 〒 260-0016 TEL： 043-307-2653

大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 千葉市中央区栄町３６番１０号 富田　義盛

代表者： 代表取締役 茶家　義明

ジェイエフイーアクアサービスキキ　 6010401006597 ヨコハマエイギョウショ ●

ＪＦＥアクアサービス機器（株） ＪＦＥアクアサービス機器（株）　横浜営業所 ●

〒 436-0071 TEL： 0537-24-5531 〒 230-0046 TEL： 045-505-8947 ● ●

静岡県掛川市仁藤９０番地 神奈川県横浜市鶴見区小野町６１番地１ 渡邊　勝利

代表者： 代表取締役 土井　悟

ニッポンオーチスエレベータ 9010001075825 カントウシテン ●

日本オーチス・エレベータ（株） 日本オーチス・エレベータ（株）　関東支店

〒 113-0021 TEL： 03-5981-0300 〒 330-0854 TEL： 048-643-0286

東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番９号 田畑　勲

代表者： 代表取締役 山上　浩
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ニホンコウキコウギョウ 4020001071365 なし ●

日本光機工業（株）
〒 236-0004 TEL： 045-350-7231 ●

神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目７番１８号

代表者： 取締役社長 谷内　豊

トウシバライテック 5021001044112 ヒガシニホンシテン ●

東芝ライテック（株） 東芝ライテック（株）　東日本支店

〒 212-8585 TEL： 044-331-7500 〒 140-0004 TEL： 03-5479-1014

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東京都品川区南品川２丁目２番１３号 今中　建男

代表者： 取締役社長 平岡　敏行

ツウデンギジュツ 1430001010557 なし ● ●

（株）通電技術
〒 003-0029 TEL： 011-863-0921 ●

北海道札幌市白石区平和通二丁目北１１番２０号

代表者： 代表取締役 三野　仁

ヨコハマトクシュセンパク 3020001029521 なし ●

横浜特殊船舶（株）
〒 231-0033 TEL： 045-662-5459

神奈川県横浜市中区長者町四丁目９番８

代表者： 代表取締役 並木　則夫

カヤバシステムマシナリー 7010401022429 なし ● ●

カヤバシステムマシナリー（株）
〒 514-0396 TEL： 059-234-4111 ●

三重県津市雲出長常町１１２９番地１１

代表者： 代表取締役 坂井　静

ヒラカワ 6120001069538 ヒガシニホンシテン ●

（株）ヒラカワ （株）ヒラカワ　東日本支店

〒 531-0077 TEL： 06-6458-8687 〒 135-0047 TEL： 03-5245-1791

大阪府大阪市北区大淀北１丁目９番３６号 東京都江東区富岡２丁目２番１１号　ふくせい１ビル３Ｆ 森崎　正吾

代表者： 代表取締役社長 平川　晋一

ワタナベデンキコウギョウ 7011701008522 なし ●

渡辺電機工業（株）
〒 132-0031 TEL： 03-3651-8080

東京都江戸川区松島二丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 渡邊　重夫

エルコム 9010801001856 なし ●

（株）エルコム
〒 146-0083 TEL： 03-5482-2141

東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号

代表者： 代表取締役 塩見　泰成

ユウコウケイソウ 6013201007253 システムサービスブ ●

裕幸計装（株） 裕幸計装（株）　システムサービス部

〒 152-0001 TEL： 03-5720-3231 〒 152-0001 TEL： 03-5720-3213

東京都目黒区中央町二丁目８番８号 東京都目黒区中央町二丁目８番８号 田中　光則

代表者： 代表取締役 太田　隆三
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リスイカガク 4120001071999 トウキョウシテン ●

理水化学（株） 理水化学（株）　東京支店 ●

〒 530-0054 TEL： 06-6365-0691 〒 104-0033 TEL： 03-5540-5731 ●

大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 東京都中央区新川一丁目２２番４号 福森　道明

代表者： 代表取締役 川崎　肇

フルカワサンキシステムズ 1010001087927 なし ●

古河産機システムズ（株）
〒 100-8370 TEL： 03-3212-6577

東京都千代田区丸の内二丁目２番３号

代表者： 代表取締役社長 川下　勝平

トウヨウサンギョウ 8020001006508 なし ●

東洋産業（株）
〒 143-0011 TEL： 03-5767-5781 ●

東京都大田区大森本町一丁目６番１号

代表者： 代表取締役 片山　仁志

アイソテック 7010001094281 なし ●

（株）アイソテック
〒 104-0033 TEL： 03-3297-2361 ●

東京都中央区新川一丁目２４番８号

代表者： 代表取締役 並川　佳孝

シンリョウコウギョウ 5010001119107 なし ●

新菱工業（株）
〒 101-0044 TEL： 03-5289-0009

東京都千代田区鍛冶町二丁目２番１号

代表者： 代表取締役 菅家　誠司

ネクシィーズ 1011001037021 なし ●

（株）ネクシィーズ
〒 150-0031 TEL： 03-6415-1210

東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスクエアビル

代表者： 代表取締役 大前　成平

シンヨーデンキ 1010401013862 なし ● ●

シンヨー電器（株）
〒 108-0073 TEL： 03-3457-7411 ●

東京都港区三田３丁目４番１７号

代表者： 代表取締役 安達　武

トウキョウシステムトッキ 8010001034204 なし ●

東京システム特機（株）
〒 102-0072 TEL： 03-3239-1039

東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号

代表者： 代表取締役 吉田　光男

タクマ 4140001053517 トウキョウシシャ ● ●

（株）タクマ （株）タクマ　東京支社 ●

〒 660-0806 TEL： 06-6483-2609 〒 108-0023 TEL： 03-5822-9200

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 東京都港区芝浦三丁目９番１号 丸田　元太

代表者： 代表取締役社長 南條　博昭
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メイキョウデンキ 1010401029215 なし ●

明協電機（株） ●

〒 105-0012 TEL： 03-3433-0885

東京都港区芝大門二丁目５番８号

代表者： 代表取締役 藤山　勝

カワサキマシンシステムズ 3120001096320 トウカツホンブガスタービンサービスホンブ　トウブジギョウショ ●

（株）カワサキマシンシステムズ （株）カワサキマシンシステムズ　統括本部ガスタービンサービス本部　東部事業所

〒 101-0062 TEL： 03-5280-9190 〒 101-0062 TEL： 03-5280-9190

東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地１　御茶ノ水ファーストビル９階 東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地１　御茶ノ水ファーストビル９階 内田　典利

代表者： 代表取締役 藤澤　薫

ニホンジドウキコウ 8030001006291 なし ●

日本自動機工（株）
〒 330-0064 TEL： 048-835-6361 ●

埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目１番７号

代表者： 代表取締役 古屋　久昭

アカモンウイレックス 9180001033725 なし ● ● ●

赤門ウイレックス（株）
〒 460-0008 TEL： 052-201-2680

愛知県名古屋市中区栄一丁目３番３号

代表者： 代表取締役社長 山田　幸司

ハタノシステム 7013201018555 なし ●

（株）ハタノシステム
〒 153-0064 TEL： 03-5740-6261

東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号

代表者： 代表取締役 波多野　裕一

サンセイ 3120001055482 トウキョウシシャ ●

サンセイ（株） サンセイ（株）　東京支社

〒 532-0004 TEL： 06-6395-2231 〒 102-0072 TEL： 03-3237-0171 ●

大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目６番２号 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１０号 原　登美雄

代表者： 代表取締役 小嶋　敦

セイリョウデンキフィールディング 5020001058808 なし ●

西菱電機フィールディング（株）
〒 220-0005 TEL： 045-328-1317 ● ●

神奈川県横浜市西区南幸二丁目２０番５号

代表者： 代表取締役 篠浦　洋二

クシダコウギョウ 4070001006754 なし ● ● ●

クシダ工業（株）
〒 370-0042 TEL： 027-362-1234 ●

群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地

代表者： 代表取締役 串田　洋介

シマヅリカ 7010601021759 トウキョウシテン ●

（株）島津理化 （株）島津理化　東京支店 ● ●

〒 101-0051 TEL： 03-6848-6600 〒 101-0051 TEL： 03-6854-0210 ●

東京都千代田区神田神保町一丁目３２番地 東京都千代田区神田神保町一丁目３２番地 藤原　憲二

代表者： 代表取締役 西原　克年
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イズミ 8012301002856 なし ● ●

（株）イズミ
〒 194-0215 TEL： 042-798-7011

東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地５

代表者： 代表取締役 泉　正人

ナジコイーエス 4010001052969 ●

ナジコイーエス（株） ナジコイーエス（株）　　

〒 135-0042 TEL： 03-5809-9714 〒 135-0042 TEL： 03-5809-9714

東京都江東区木場二丁目１７番１２号　ＳＡビルディング２階 東京都江東区木場二丁目１７番１２号　ＳＡビルディング２階 田中　裕

代表者： 代表取締役 中村　輝樹

トウキョウデンキキキサービス 5010001034289 なし ●

東京電機機器サービス（株）
〒 101-0021 TEL： 03-3837-3246

東京都千代田区外神田六丁目１５番９号

代表者： 代表取締役 塩谷　智彦

トウヨウクウキチョウワ 5011101014726 なし ●

東洋空気調和（株）
〒 169-0075 TEL： 03-5332-9171

東京都新宿区高田馬場三丁目２３番７号　モアクレスト高田馬場ビル５階

代表者： 代表取締役 野津　元彦

ホイストクレーン 7110001014667 なし ●

（株）ホイストクレーン
〒 955-0845 TEL： 0256-34-6015 ●

新潟県三条市西本成寺二丁目７番８号

代表者： 代表取締役 渡部　宏

ヒカリショウコウ 3010001054909 なし ●

光商工（株）
〒 104-0061 TEL： 03-3573-1365

東京都中央区銀座七丁目４番１４号

代表者： 代表取締役社長 村田　龍二

トレインジャパン 1010701014684 なし ●

トレイン・ジャパン（株）
〒 141-0021 TEL： 03-5435-6441

東京都品川区上大崎四丁目５番３７号本多電機ビル５階

代表者： 代表取締役社長 野瀬　浩一

エスパテクノ 7010501001398 なし ●

エスパテクノ（株）
〒 111-0051 TEL： 03-5687-4611

東京都台東区蔵前三丁目１番１０号

代表者： 代表取締役 小田　英明

フジダイナミクス 7013201006873 なし ● ●

（株）富士ダイナミクス
〒 153-0042 TEL： 03-3793-5411 ● ●

東京都目黒区青葉台一丁目２８番９号

代表者： 代表取締役 遠藤　直輝
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エバジツ 6010801001719 なし ● ●

（株）エバジツ
〒 145-0073 TEL： 03-3720-4161

東京都大田区北嶺町４番１８号

代表者： 代表取締役 佐藤　善伸

トウシンデンチコウギョウ 3050001001774 なし ●

東神電池工業（株）
〒 310-0012 TEL： 029-300-1313

茨城県水戸市城東一丁目４番４号

代表者： 代表取締役 永井　忠弘

エルゴテック 9020001027841 なし ●

エルゴテック（株）
〒 220-0012 TEL： 045-683-1570

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号

代表者： 代表取締役 落合　康利

サトウテッコウ 3230001006466 トウキョウエイギョウショ ●

佐藤鉄工（株） 佐藤鉄工（株）　東京営業所

〒 930-0293 TEL： 076-463-1511 〒 103-0001 TEL： 03-3669-3115

富山県中新川郡立山町鉾木２２０番地 東京都中央区日本橋小伝馬町１番７号 善積　博章

代表者： 代表取締役社長 藤田　泰

ツウシンセツビエンジニアリング 9020001034391 なし ●

（株）通信設備エンジニアリング
〒 221-0865 TEL： 045-413-3811

神奈川県横浜市神奈川区片倉五丁目２番３２号

代表者： 代表取締役 工藤　樹

クウキセイジョウキサービス 2011401001749 なし ● ●

（株）空気清浄機サービス
〒 335-0031 TEL： 048-423-5500

埼玉県戸田市美女木六丁目１７番地の１０

代表者： 代表取締役 山城　真志

イクス 3010701013081 なし ●

（株）イクス
〒 141-0031 TEL： 03-5437-2050

東京都品川区西五反田二丁目７番１２号

代表者： 代表取締役社長 井本　眞義

マーキュリーアシェンソーレ 1340001001400 トウキョウシシャ ●

マーキュリーアシェンソーレ（株） マーキュリーアシェンソーレ（株）　東京支社

〒 890-0055 TEL： 099-257-9113 〒 141-0022 TEL： 03-3446-6195

鹿児島県鹿児島市上荒田町２９番２２号 東京都品川区東五反田二丁目１９番２号 吉田　公之

代表者： 代表取締役 倉橋　昌喜

オーエスジーコーポレーション 3120001061514 なし ●

（株）ＯＳＧコーポレーション
〒 530-0043 TEL： 06-6357-0101

大阪府大阪市北区天満一丁目２６番３号

代表者： 代表取締役 溝端　雅敏
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エスエル 7120001034391 トウキョウシテン ●

（株）エス・エル （株）エス・エル　東京支店

〒 553-0005 TEL： 06-6468-7180 〒 101-0031 TEL： 03-5829-4490

大阪府大阪市福島区野田五丁目１７番２２号 東京都千代田区東神田二丁目１０番１７号 定兼　哲也

代表者： 代表取締役 岸本　進

トウキョウトルネード 4010001123217 なし ●

（株）東京トルネード
〒 113-0001 TEL： 03-6801-2281

東京都文京区白山一丁目１３番７号

代表者： 代表取締役 鶴谷　将良

セイオウサービス 6021001033873 なし ● ●

（株）清王サービス
〒 250-0111 TEL： 0465-73-3420

神奈川県南足柄市竹松１２２３番地

代表者： 代表取締役 上田　博和

サンコウコウギョウ 5140001068836 なし ●

三晃工業（株）
〒 551-0023 TEL： 06-6555-7052

大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

代表者： 代表取締役 山梶　章

トウヨウアクアテック 7021001013313 なし ●

（株）東洋アクアテック
〒 252-0216 TEL： 042-758-5580

神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号

代表者： 代表取締役 緒方　哲也

スイドウキコウ 5010901005975 トウキョウシテン ●

水道機工（株） 水道機工（株）　東京支店

〒 156-0054 TEL： 03-3426-8111 〒 156-0054 TEL： 03-3426-8111

東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 東京都世田谷区桜丘５丁目４８番１６号 石井　信好

代表者： 代表取締役 角川　政信

ニッシンセフティ 5010001138206 なし ● ● ● ●

日伸セフティ（株）
〒 108-0014 TEL： 03-5443-1717

東京都港区芝４丁目１１番１号　ＴＢ田町ビル２階

代表者： 代表取締役 村松　康弘

ニッショウアドミニプラン 3030001051350 なし ●

（株）日章アドミニプラン ●

〒 345-0001 TEL： 0480-53-6467 ●

埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１

代表者： 代表取締役 西脇　繁

アイピーソウケン 3120001109890 なし ●

（株）アイピー総研
〒 530-0044 TEL： 06-6352-0806 ●

大阪府大阪市北区東天満１丁目６番６号

代表者： 代表取締役 平内　隆司
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アンジョウデンキ 9180301012569 なし ●

（株）安城電機
〒 446-0062 TEL： 0566-75-5515 ●

愛知県安城市明治本町９番７号

代表者： 代表取締役 林　典英

ショウワテッコウ 9290001003221 トウキョウシテン ●

昭和鉄工（株） 昭和鉄工（株）　東京支店

〒 811-2101 TEL： 092-933-6316 〒 144-0052 TEL： 03-3730-1725

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美３３５１番地８ 東京都大田区蒲田五丁目４４番５号 牟田　崇司

代表者： 代表取締役 福田　俊仁
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アストロコウガクコウギョウ 9030001041148 なし ●

アストロ光学工業（株）
〒 362-0011 TEL： 048-772-1711 ●

埼玉県上尾市大字平塚字松原２５５２番地５

代表者： 代表取締役 冨所　雅之

ニホンスタンドコウユ 4011801003657 なし ● ●

日本スタンド鉱油（株） ●

〒 125-0052 TEL： 03-3650-9767 ●

東京都葛飾区柴又六丁目３番６号

代表者： 代表取締役 長瀬　英次

ニホントクシュユソウキ 5010001033489 なし ●

日本特殊輸送機（株）
〒 101-0046 TEL： 03-3256-8471

東京都千代田区神田多町二丁目３番地１

代表者： 代表取締役 荒川　祥之

エンドウコウギョウ 8030002028483 なし ●

（有）遠藤工業
〒 359-0001 TEL： 04-2942-0821

埼玉県所沢市下富８８８番地の１９

代表者： 代表取締役 遠藤　敏行

チャレンジ 1010501030130 なし ●

（株）チャレンジ
〒 111-0056 TEL： 03-5809-2304 ●

東京都台東区小島二丁目１４番４号リベラ新御徒町４階

代表者： 代表取締役 佐々木　和男

タイワ 4010001022352 なし ●

（株）タイワ
〒 101-0021 TEL： 03-3836-2871

東京都台東区台東一丁目２３番地１０号ハイム秋葉原４０１

代表者： 代表取締役 武田　安信

マンネンエレベーター 2013301011877 なし ●

萬年エレベーター（株）
〒 170-0013 TEL： 03-3982-2231

東京都豊島区東池袋二丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 篠村　巳喜男

アオキテッコウショ 3030001080283 なし ● ●

青木鉄工所（株）
〒 332-0017 TEL： 048-252-3893 ●

埼玉県川口市栄町三丁目１０番８号

代表者： 代表取締役 青木　俊一

カシマコウデンシャ 4050002027677 なし ●

（有）鹿島光電社 ●

〒 314-0408 TEL： 090-8854-6307 ●

茨城県神栖市波崎９３６４番地の１

代表者： 代表取締役 鹿島　重則
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エコケミカルジャパン 1120001174029 なし ●

（株）エコケミカルジャパン
〒 120-0005 TEL： 03-6802-6873

東京都足立区綾瀬四丁目２３番９号１０１

代表者： 代表取締役 中村　祐哉

クリース 7020001096013 なし ● ●

（株）ＣＲＥＡＣＥ ●

〒 230-0051 TEL： 045-501-9556 ●

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号　プラーズ鶴見中央３‐２０８号室

代表者： 代表取締役 羽田　早一郎
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