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

アルファ 1040001000440 なし ●

（株）アルファ
〒 260-0815 TEL： 043-263-3989

千葉市中央区今井町１２８４番地７

代表者： 代表取締役 伯耆田　八十吉

ヒタチケイビホショウ 9040001027377 なし ●

常陸警備保障（株）
〒 272-0033 TEL： 047-324-5211

市川市市川南１丁目１番８号

代表者： 代表取締役 邨田　三男

シンニホンソウゴウケイビ 5040001055737 なし ●

新日本総合警備（株）
〒 290-0056 TEL： 0436-22-9697

市原市五井４８１８番地１

代表者： 代表取締役社長 平　達也

ニューワールドケイビホショウ 5040001066230 なし ●

（株）ニューワールド警備保障
〒 277-0832 TEL： 04-7162-5700

柏市北柏２丁目１番地１　ＹＫビル３Ｆ

代表者： 代表取締役 青山　宣雄

シーエス 1040001022311 なし ●

（株）シーエス
〒 272-0133 TEL： 047-318-2030

市川市行徳駅前一丁目５番１３‐２０３号

代表者： 代表取締役 大竹　啓介

オークスベストフィットネス 1040001048026 なし ●

（株）オークスベストフィットネス ●

〒 285-0846 TEL： 043-462-4553

佐倉市上志津１６４１番地１

代表者： 代表取締役 藤崎　大隆

シンヨウケイビホショウ 3040001003284 なし ●

信用警備保障（株）
〒 260-0005 TEL： 043-227-0358

千葉市中央区道場南一丁目１５番４号

代表者： 代表取締役 渡邉　俊彦

カナオケイビホショウ 5040001050473 なし ● ●

金生警備保障（株）
〒 292-0052 TEL： 0438-98-1118 ●

木更津市祇園二丁目１６番１４号

代表者： 代表取締役 河鍋　幸弘

オリエンタルケイビホショウ 1040001016981 なし ●

オリエンタル警備保障（株）
〒 273-0012 TEL： 047-431-7199

船橋市浜町二丁目１番１号　ららぽーと三井ビル

代表者： 代表取締役社長 小河原　和之
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ホクソウケイビホショウ 4040001021137 なし ● ●

北総警備保障（株） ● ● ●

〒 276-0049 TEL： 047-480-0708 ●

八千代市緑が丘一丁目１番地１

代表者： 代表取締役 宮崎　武則

アイワケイビホショウ 5040001059837 なし ● ●

（株）アイワ警備保障
〒 299-4411 TEL： 0475-44-2329 ●

長生郡睦沢町河須ケ谷１１４番地３

代表者： 代表取締役 伊原　三男

トウワソウゴウケイビホショウ 2040001063627 なし ●

東和綜合警備保障（株）
〒 287-0001 TEL： 0478-52-3141

香取市佐原ロ２１２２番地８

代表者： 代表取締役 香取　信治

ゼロディフェクトセキュリティー 4040001050680 なし ●

（株）ゼロ．ディフェクト．セキュリティー
〒 292-0054 TEL： 0438-22-2922

木更津市長須賀１６０番地

代表者： 代表取締役 新井　敬久

ニッケンサービス 1040001038679 なし ●

日建サービス（株）
〒 271-0072 TEL： 047-308-8110

松戸市竹ケ花７４番１７

代表者： 代表取締役 田原　勲

アニバーサリー 7040001011812 なし ● ●

（株）アニバーサリー ● ●

〒 260-0042 TEL： 043-285-4300 ●

千葉市中央区椿森一丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 渡邉　俊明

グリーンケイビホショウ 7040001071187 なし ● ●

グリーン警備保障（株） ●

〒 278-0042 TEL： 04-7125-1133

野田市吉春６２８番地の２

代表者： 代表取締役 田中　鐘一

ニホンホアン 2040001010158 なし ●

（株）日本保安
〒 260-0013 TEL： 043-226-1722

千葉市中央区中央四丁目１２番１２号

代表者： 代表取締役社長 青柳　秀夫

ナリタクウコウケイビ 6040001043088 なし ● ● ●

成田空港警備（株）
〒 286-0025 TEL： 0476-22-5511

成田市東町７７番地

代表者： 代表取締役 神崎　誠
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トウアケイビホショウ 6040001073878 なし ●

東亜警備保障（株）
〒 294-0051 TEL： 0470-27-5333

館山市正木８４４番地の４

代表者： 代表取締役 白石　憲太

マルコンケイビホショウ 5040001050960 なし ● ●

（株）マルコン警備保障
〒 292-0003 TEL： 0438-41-2233

木更津市万石３５６番地３

代表者： 代表取締役 川村　優子

フッツソウゴウサービス 6040001051719 なし ● ●

富津総合サービス（株） ●

〒 293-0011 TEL： 0439-87-0091

富津市新富２番地９

代表者： 代表取締役 鶴岡　智利

キョウワケイビホショウ 9040001001753 なし ● ●

協和警備保障（株）
〒 260-0034 TEL： 043-243-0368

千葉市中央区汐見丘町１６番１１号

代表者： 代表取締役 太田　安衛

ニッケイホアン 5040001005758 なし ●

（株）日警保安
〒 262-0025 TEL： 043-275-4008

千葉市花見川区花園１丁目８番６号

代表者： 代表取締役 池田　隆夫

コスモセキュリテイ 6040001002399 なし ● ●

コスモセキュリテイ（株） ●

〒 260-0022 TEL： 043-245-3291 ●

千葉市中央区神明町１３番地の４日栄ビル１階

代表者： 代表取締役 渡邉　俊彦

トウキョウレジャースポーツ 9040001019317 なし ●

（株）東京レジャースポーツ ● ● ●

〒 273-0853 TEL： 047-448-7311

船橋市金杉八丁目７番１０号

代表者： 代表取締役 大家　仁

サンエスケイビホショウ 4040001002525 なし ● ●

サンエス警備保障（株） ● ●

〒 262-0033 TEL： 043-273-3074 ●

千葉市花見川区幕張本郷五丁目４番７号

代表者： 代表取締役 大野　淳史

コスモサンギョウ 5040002004296 なし ●

（有）コスモ産業
〒 267-0066 TEL： 043-295-2260

千葉市緑区あすみが丘三丁目６５番地１４

代表者： 代表取締役 遠藤　隆行
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マツドボウサイケイビ 6040001036876 なし ● ●

松戸防災警備（株）
〒 271-0092 TEL： 047-365-7515

松戸市松戸１８９７番地

代表者： 代表取締役 小林　正司

ケンモツコウギョウ 4040001051794 なし ● ●

釼持工業（株）
〒 299-1124 TEL： 0439-55-0078 ●

君津市作木２３７番１号

代表者： 代表取締役 釼持　純一

ホアンケイビホショウ 8040001048696 なし ●

保安警備保障（株） ●

〒 285-0922 TEL： 043-496-8351

印旛郡酒々井町中央台一丁目６番３

代表者： 代表取締役 堀越　市郎

カントウケイビホショウ 3040001062058 なし ●

関東警備保障（株）
〒 288-0044 TEL： 0479-24-0248

銚子市西芝町７番地の３

代表者： 代表取締役 藤崎　茂男

セキュリティワン 9040001003733 なし ●

（株）セキュリティワン
〒 260-0825 TEL： 043-208-1339

千葉市中央区村田町７３４番地５

代表者： 代表取締役 中川　真弓

チバケンサンギョウシンコウセンター 9040005006014 なし ●

（公財）千葉県産業振興センター
〒 261-7123 TEL： 043-299-2901

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 理事長 板倉　正典

エールクリエート 3040001044865 なし ●

（株）エール・クリエート ●

〒 262-0033 TEL： 043-274-6708

千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番５号　大岩ビル３０７

代表者： 代表取締役 磯山　輝男

エムエスケー 7040001076153 なし ● ●

（株）ＭＳＫ ● ●

〒 263-0031 TEL： 043-245-3151

千葉市稲毛区稲毛東３丁目６番１５号

代表者： 代表取締役 高木　和也

トウヨウケイビホショウ 8040001066087 なし ●

東葉警備保障（株）
〒 277-0852 TEL： 04-7147-0110

柏市旭町一丁目２番１号

代表者： 代表取締役 松本　隆一郎
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スワット 7040001003636 なし ●

（株）スワット
〒 260-0015 TEL： 043-221-1181

千葉市中央区富士見二丁目３番１号

代表者： 代表取締役 黒川　智洋

イチハラケイビホショウ 1040001053570 なし ●

市原警備保障（株）
〒 290-0038 TEL： 0436-21-3033

市原市五井西二丁目３番地５

代表者： 代表取締役 滝口　元康

ダイイチケイビホショウ 9040001017725 なし ●

第一警備保障（株）
〒 274-0063 TEL： 047-465-0772

船橋市習志野台三丁目１７番２１号

代表者： 代表取締役 小高　賢一

ジェイエスピーサービス 8040001042922 なし ●

（株）ジェイ・エス・ピーサービス
〒 286-0111 TEL： 0476-40-5551

成田市三里塚２４１番地１

代表者： 代表取締役 栗原　和興

アルソックチバ 1040001008244 なし ● ● ●

ＡＬＳＯＫ千葉（株）
〒 262-0033 TEL： 043-275-7575 ●

千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号

代表者： 代表取締役社長 黒木　重義

ビーピーサービス 8040001054835 なし ●

（株）ビーピーサービス
〒 290-0066 TEL： 0436-43-7110

市原市五所１７２４番地１

代表者： 代表取締役 齋藤　照枝

テイキョウケイビホショウ 5040001018099 なし ●

帝京警備保障（株）
〒 274-0825 TEL： 047-473-4606

船橋市前原西二丁目３０番７号

代表者： 代表取締役 長友　洋仁

シルバースターセキュリティー 7040001003479 なし ●

（株）シルバースターセキュリティー
〒 260-0854 TEL： 043-227-3938

千葉市中央区長洲１丁目２３番１号

代表者： 代表取締役 星野　美江子

ニホンキドウケイビシステム 3040001019330 なし ●

日本機動警備システム（株）
〒 273-0021 TEL： 047-434-6731

船橋市海神六丁目１０番７号

代表者： 代表取締役 大野　八十吉
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キョーリツ 7040001087489 なし ●

（株）キョーリツ
〒 263-0043 TEL： 043-251-7055

千葉市稲毛区小仲台２丁目１１番４号‐２０２号

代表者： 代表取締役 中津　国彦

ニホンキドウケイビホショウ 3040001005925 なし ●

日本機動警備保障（株）
〒 260-0832 TEL： 043-264-8842

千葉市中央区寒川町二丁目２００番２

代表者： 代表取締役 大野　八十吉

チバケンホクケイビホショウ 4040001083747 なし ●

千葉県北警備保障（株）
〒 278-0022 TEL： 04-7197-6472

野田市山崎１５７７番地

代表者： 代表取締役 渡部　寛雄

ニッショウシステムケイビ 4040001005825 なし ●

（株）日匠システム警備
〒 260-0015 TEL： 043-225-9131

千葉市中央区富士見二丁目１３番１号

代表者： 代表取締役 二宮　俊幸

ゼンチバケイビギョウ 8040005000356 なし ●

全千葉警備業（協）
〒 262-0014 TEL： 043-286-2044

千葉市花見川区さつきが丘二丁目１９番１５号

代表者： 代表理事 渡邉　俊彦

チバワコー 4040001060250 なし ● ●

（株）千葉ワコー
〒 299-4414 TEL： 0475-44-1255

長生郡睦沢町下之郷１８９７番地

代表者： 代表取締役 小高　勇

カシワアンゼンケイビホショウ 4040001069127 なし ● ●

柏安全警備保障（株）
〒 277-0872 TEL： 04-7143-1015

柏市十余二２４９番地４１７

代表者： 代表取締役 笠原　克之

チバシゼンガッコウ 9040005001832 なし ● ●

（特非）千葉自然学校 ●

〒 260-0015 TEL： 043-227-7103 ●

千葉市中央区富士見２丁目３番１号　塚本大千葉ビル７階

代表者： 理事長 久保田　康雄

リュウセイケイビ 7040002075732 なし ●

（有）龍成警備
〒 290-0011 TEL： 0436-43-5335

市原市能満３２１番地４

代表者： 代表取締役 柳瀬　昭江
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ニットー 4040001051324 なし ●

（株）ニットー
〒 299-0263 TEL： 0438-64-2210

袖ケ浦市奈良輪２６２４番地１

代表者： 代表取締役 橋本　満

アトムケア 4040001050367 なし ● ● ●

アトムケア（株） ● ● ● ● ●

〒 292-0061 TEL： 0438-41-4949 ● ●

木更津市岩根三丁目９番５号

代表者： 代表取締役 能城　京子

オークンセキュリティ 3040001084044 なし ●

オークン・セキュリティ（株）
〒 273-0003 TEL： 047-460-0977

船橋市宮本二丁目９番５号

代表者： 代表取締役 石井　三雄

オールトラスト 9040001002272 なし ● ●

（株）オールトラスト ● ● ●

〒 260-0011 TEL： 043-388-0006

千葉市稲毛区弥生町２番１１号

代表者： 代表取締役 河鍋　幸弘

キルト 3040001033934 なし ● ● ●

（株）キルト ● ●

〒 272-0133 TEL： 047-316-1603

市川市行徳駅前一丁目９番２２号

代表者： 代表取締役 矢代　順

ハヤミサプライ 3040001014026 なし ●

（株）ハヤミサプライ ●

〒 261-0004 TEL： 043-244-8511

千葉市美浜区高洲二丁目６番３棟１０２号

代表者： 代表取締役 速水　義仁

アイアール 4040001052710 なし ●

（株）アイアール
〒 292-0204 TEL： 0438-53-3433

木更津市茅野２３番地１

代表者： 代表取締役 前田　正登士

サンヨウケイビ 7040001002836 なし ● ●

三陽警備（株）
〒 263-0005 TEL： 043-250-6125

千葉市稲毛区長沼町４０番地１

代表者： 代表取締役 亀山　郁子
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ベストプレイス 9040005019528 なし ●

（一社）ベストプレイス
〒 270-0176 TEL： 090-5317-8692

流山市加一丁目１２番地の１パークサイドコート４０３

代表者： 代表理事 飯田　政子
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カントウリョクカ 7012801000336 なし ● ● ●

関東緑花（株） ●

〒 190-0003 TEL： 042-522-4101 ●

東京都立川市栄町四丁目２番地４４

代表者： 代表取締役 玉利　武人

ダイイチソウゴウケイビホショウ 7010001082113 なし ●

第一総合警備保障（株） ●

〒 103-0006 TEL： 03-5652-7193

東京都中央区日本橋富沢町４番８号

代表者： 代表取締役 久恒　康裕

シンテイケイビ 7010001045656 なし ●

シンテイ警備（株）
〒 104-0041 TEL： 03-3551-4611

東京都中央区新富一丁目８番８号

代表者： 代表取締役 得能　芳明

アクティオ 6013201000200 なし ●

アクティオ（株） ● ●

〒 153-0043 TEL： 03-6894-1350

東京都目黒区東山一丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階

代表者： 代表取締役社長 淡野　文孝

ワコーインターナショナル 1011501005080 チバシテン ● ●

（株）ワコーインターナショナル （株）ワコーインターナショナル　千葉支店 ●

〒 114-0003 TEL： 03-5390-6866 〒 260-0044 TEL： 043-253-6188 ●

東京都北区豊島一丁目３４番５号三浦ビル 千葉市中央区松波２丁目１８番６号４Ｆ 井上　和義

代表者： 代表取締役 井上　邦弘

ニホンカンキョウマネジメント 9030001002983 チバシシャ ● ● ● ● ● ● ●

日本環境マネジメント（株） 日本環境マネジメント（株）　千葉支社 ● ● ● ● ●

〒 330-0062 TEL： 048-834-5511 〒 270-0103 TEL： 04-7156-0821 ●

埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号 流山市美原一丁目１７９番地の２１ 宇佐見　廣和

代表者： 代表取締役 片山　安茂

セコム 6011001035920 なし ● ● ●

セコム（株） ●

〒 150-0001 TEL： 03-5775-8475 ●

東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 尾関　一郎

イーアール 8050001025728 チバシシャ ●

（株）イー・アール （株）イー・アール　千葉支社

〒 301-0032 TEL： 0297-60-2550 〒 277-0855 TEL： 04-7141-1313

茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 柏市南柏１丁目２番地６号南柏ビル６階 森田　義孝

代表者： 代表取締役 林　文彦

ファンスペース 7011001044813 なし ● ● ● ●

Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ（株） ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-5989-0481 ●

東京都新宿区西新宿三丁目２番２６号

代表者： 代表取締役社長 鈴木　茂
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ダイニッケイ 3010401016665 フナバシエイギョウショ ●

（株）大日警 （株）大日警　船橋営業所

〒 108-0022 TEL： 03-3455-8441 〒 273-0032 TEL： 047-437-7401

東京都港区海岸三丁目１番８号 船橋市葛飾町２丁目３４１番３号 内野　行雄

代表者： 代表取締役 今野　清

ノザトデンキコウギョウ 9120001050395 トウキョウジギョウホンブ ● ●

野里電気工業（株） 野里電気工業（株）　東京事業本部

〒 555-0022 TEL： 06-6477-6010 〒 108-0075 TEL： 03-3458-3588

大阪府大阪市西淀川区柏里二丁目４番１号 東京都港区港南一丁目６番４１号 菅野　智昭

代表者： 代表取締役 告野　満彦

フジホアンケイビ 2010001027709 チバシシャ ● ● ● ● ●

（株）富士保安警備 （株）富士保安警備　千葉支社 ● ●

〒 130-0026 TEL： 03-5638-1511 〒 260-0031 TEL： 043-301-0151

東京都墨田区両国二丁目１６番５号 千葉市中央区新千葉三丁目２番１号 川畑　京子

代表者： 代表取締役 川畑　正夫

ニホンチュウシャジョウコウガクケンキュウカイ 7010405001081 なし ●

（一社）日本駐車場工学研究会 ●

〒 105-0003 TEL： 03-3591-7165 ●

東京都港区西新橋二丁目８番１号

代表者： 代表理事 一瀬　哲雄

フルキャストアドバンス 7010701023878 ヒガシカントウエイギョウショ ●

（株）フルキャストアドバンス （株）フルキャストアドバンス　東関東営業所

〒 141-0031 TEL： 03-4550-1151 〒 273-0032 TEL： 047-437-3223

東京都品川区西五反田八丁目９番５号 船橋市葛飾町二丁目３４０番 内山　聡

代表者： 代表取締役 山口　和宏

タイヨー 5011801002699 なし ●

タイヨー（株）
〒 124-0023 TEL： 03-5875-7350

東京都葛飾区東新小岩五丁目８番１２号　タクミビル

代表者： 代表取締役 大村　亮太

ノアビルサービス 4460101001368 チバシテン ● ● ● ●

（株）ノア・ビルサービス （株）ノア・ビルサービス　千葉支店 ●

〒 080-0021 TEL： 0155-23-2121 〒 260-0855 TEL： 043-441-7001 ●

北海道帯広市西十一条南十八丁目１番地 千葉市中央区市場町８番３号　Ｆ‐ｃｉｔｙ千葉中央２階 松本　郁寿美

代表者： 代表取締役 宮下　稔

セントラルケイビホショウ 9011101011216 チバシシャ ● ●

セントラル警備保障（株） セントラル警備保障（株）　千葉支社

〒 163-0831 TEL： 03-3344-1741 〒 260-0027 TEL： 043-238-9741

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号　新宿ＮＳビル 千葉市中央区新田町３６番１５号　千葉テックビル７Ｆ 原田　吉浩

代表者： 代表取締役執行役員社長 澤本　尚志

ソウゴウケイビホショウ 3010401016070 チバシシャ ● ● ● ●

綜合警備保障（株） 綜合警備保障（株）　千葉支社

〒 107-8511 TEL： 03-3470-6811 〒 261-0001 TEL： 043-242-7811 ●

東京都港区元赤坂１丁目６番６号 千葉市美浜区幸町一丁目２６番５号　綜警千葉ビル６階 池田　紀之

代表者： 代表取締役 青山　幸恭

支店長
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シンニチケイビホショウ 5030001045367 チバシシャ ●

（株）新日警備保障 （株）新日警備保障　千葉支社

〒 353-0004 TEL： 048-471-3026 〒 270-0034 TEL： 047-347-1076

埼玉県志木市本町六丁目６番１４号 松戸市新松戸三丁目１７５号 林　春美

代表者： 代表取締役 川南　榮子

ダイトーコーポレーション 7010401016637 チバシテン ●

（株）ダイトーコーポレーション （株）ダイトーコーポレーション　千葉支店

〒 108-8540 TEL： 043-238-5132 〒 260-8517 TEL： 043-238-5132 ●

東京都港区芝浦二丁目１番１３号 千葉市中央区中央港１丁目９番５号 榎本　裕義

代表者： 代表取締役社長 松川　一裕

ケイヒンキギョウ 9011301002205 なし ● ● ● ● ●

京浜企業（株） ● ● ●

〒 167-0042 TEL： 03-5382-7250 ●

東京都杉並区西荻北二丁目１２番２号

代表者： 代表取締役 景山　鉄也

アーバンセキュリティ 9010001035977 なし ●

（株）アーバンセキュリティ
〒 163-1408 TEL： 03-6276-4650

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

代表者： 代表取締役社長 武藤　英彦

カントウケイビホショウ 1010801002531 チバシシャ ● ● ●

関東警備保障（株） 関東警備保障（株）　千葉支社

〒 143-0023 TEL： 03-3777-0344 〒 278-0037 TEL： 04-7125-4747

東京都大田区山王二丁目１番５号 野田市野田２３７番地 柿沼　匡仁

代表者： 代表取締役 小林　晋一郎

ゼンニホンガードシステム 6010001004209 チバエイギョウショ ●

（株）全日本ガードシステム （株）全日本ガードシステム　千葉営業所

〒 113-0034 TEL： 03-3834-6911 〒 260-0013 TEL： 043-225-1748

東京都文京区湯島３丁目１４番９号 千葉市中央区中央４丁目１５番１号 斉藤　勝利

代表者： 代表取締役 小泉　和久

シンコースポーツ 3010501006491 チバシテン ●

シンコースポーツ（株） シンコースポーツ（株）　千葉支店

〒 103-0012 TEL： 03-5614-4455 〒 260-0027 TEL： 043-238-1333 ●

東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号 千葉市中央区新田町３６番１５号 打林　文貴

代表者： 代表取締役 石崎　健太

キョウワセキュリオン 7380001000401 なし ●

キョウワセキュリオン（株）
〒 960-8061 TEL： 024-522-7525

福島県福島市五月町３番１８号

代表者： 代表取締役 吾妻　拓

ゼンニッケイ 6010001034791 チバシシャ ● ●

（株）全日警 （株）全日警　千葉支社 ●

〒 103-0007 TEL： 03-3862-3321 〒 260-0028 TEL： 043-242-6463

東京都中央区日本橋浜町一丁目１番１２号 千葉市中央区新町３番地の１３ 小嶌　信夫

代表者： 代表取締役　 片岡　由文
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タイムズニジュウヨン 4010001137274 なし ● ● ●

タイムズ２４（株）
〒 141-0031 TEL： 03-3213-8901 ●

東京都品川区西五反田二丁目２０番４号

代表者： 代表取締役 西川　光一

テイケイ 4011101013398 なし ● ● ●

テイケイ（株） ● ●

〒 160-0021 TEL： 03-6233-2991 ●

東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 影山　嘉昭

ニホンシンゴウ 9010001110631 なし ●

日本信号（株）
〒 100-6513 TEL： 03-3217-7200 ●

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

代表者： 代表取締役社長　 塚本　英彦

タカシマヤファシリティーズ 4011701016354 なし ●

（株）高島屋ファシリティーズ
〒 103-0027 TEL： 03-5205-6003

東京都中央区日本橋二丁目１２番１０号

代表者： 代表取締役 小島　一彦

シンテイトラスト 9013301027842 なし ●

シンテイトラスト（株） ● ●

〒 171-0014 TEL： 03-5985-6519 ●

東京都豊島区池袋二丁目４８番１号

代表者： 代表取締役 野村　博之

トウキョウケイビホショウ 5010401020483 チバシシャ ● ●

東京警備保障（株） 東京警備保障（株）　千葉支社

〒 105-0021 TEL： 03-3433-2761 〒 260-0027 TEL： 043-242-1247

東京都港区東新橋２丁目１２番１号 千葉市中央区新田町１番１号 関村　大輔

代表者： 代表取締役 北村　喜伯

イズミサポート 1010701001096 チバシシャ ●

いずみサポート（株） いずみサポート（株）　千葉支社

〒 141-6025 TEL： 03-6737-2666 〒 263-0001 TEL： 043-420-1566

東京都品川区大崎二丁目１番１号 千葉市稲毛区長沼原町７３１番地１ 野間　一則

代表者： 代表取締役 土屋　一利

シグマコミュニケーションズ 4010701022651 なし ● ● ● ●

（株）シグマコミュニケーションズ ● ●

〒 108-0014 TEL： 03-4531-6571

東京都港区芝四丁目１番２３号

代表者： 代表取締役 村上　雅弘

ショウエイビジュツ 5011701003979 なし ●

（株）昭栄美術 ●

〒 134-0088 TEL： 03-5148-6660

東京都江戸川区西葛西七丁目２２番６号

代表者： 代表取締役 小林　利昭
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メイジザブタイ 6010001058758 なし ●

明治座舞台（株）
〒 103-0007 TEL： 03-3660-3971

東京都中央区日本橋浜町二丁目３１番１号

代表者： 代表取締役 北村　純一

エヌエスジー 5010001141358 チバシシャ ●

（株）ＮＳＧ （株）ＮＳＧ　千葉支社

〒 101-0041 TEL： 03-5289-0101 〒 271-0092 TEL： 047-308-6606

東京都千代田区神田須田町一丁目１２番 松戸市松戸２３００番地３ 石井　晋平

代表者： 代表取締役 濱野　アサ

アイポート 7050001004963 チバエイギョウショ ●

（株）アイ・ポート （株）アイ・ポート　千葉営業所

〒 311-4152 TEL： 029-215-9200 〒 286-0221 TEL： 0476-33-3910

茨城県水戸市河和田３丁目２２８４番地の３ 富里市七栄１２７番地４８ 鈴木　信之

代表者： 代表取締役 小林　良雄

フクシエンタープライズ 9010601006031 チバシテン ●

（株）フクシ・エンタープライズ （株）フクシ・エンタープライズ　千葉支店 ● ●

〒 136-0072 TEL： 03-3681-0294 〒 270-1423 TEL： 047-404-1982 ●

東京都江東区大島一丁目９番８号 白井市南山二丁目１番２‐４号 槇　直也

代表者： 代表取締役 福士　昌

アマノマネジメントサービス 3020001019596 なし ● ●

アマノマネジメントサービス（株）
〒 222-0011 TEL： 045-433-1945 ●

神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号

代表者： 代表取締役 前川　龍男

ケーエスピーイースト 3030001004845 なし ●

（株）ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
〒 330-0063 TEL： 048-815-5660

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目３番１８号

代表者： 代表取締役 五十嵐　久男

ケーエスピーウエスト 3011101004398 なし ●

（株）ＫＳＰ・ＷＥＳＴ
〒 101-0021 TEL： 03-5289-8651 ●

東京都千代田区外神田２丁目２番３号

代表者： 代表取締役 田邊　龍美

アシスト 3050001034980 なし ●

（株）アシスト
〒 302-0013 TEL： 0297-38-6617

茨城県取手市台宿一丁目５番２７号

代表者： 代表取締役 吉沼　秀男

ゼンコー 7030001004676 ヨヨギシシャ ●

（株）ゼンコー （株）ゼンコー　代々木支社

〒 330-0854 TEL： 043-642-3488 〒 151-0053 TEL： 03-5309-2061

埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目３３７番１ 東京都渋谷区代々木１丁目５３番４号 田部井　仁実

代表者： 代表取締役 海野　弘幸

043

044

イベント事業部
部長045

支店長
040

041

042

037

支社長
038

取締役部長
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スリーエス 7140001069171 なし ●

（株）スリーエス
〒 662-0912 TEL： 0798-33-4500

兵庫県西宮市松原町５番２３号

代表者： 代表取締役 天野　健二

シムックス 4070001019442 なし ●

（株）シムックス
〒 373-0014 TEL： 0276-40-2211

群馬県太田市植木野町３００番地１

代表者： 代表取締役社長 深澤　利弘

ニホンシステムバンク 8210001002628 なし ●

日本システムバンク（株）
〒 910-0006 TEL： 0776-30-1800

福井県福井市中央三丁目５番２１号

代表者： 代表取締役 野坂　信嘉

ダイワハウスパーキング 8290001020894 なし ● ●

大和ハウスパーキング（株） ●

〒 144-0035 TEL： 03-3737-3777

東京都大田区南蒲田二丁目１６番１号

代表者： 代表取締役 田村　哲哉
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048

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 06 ﾛ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称



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

パーソンアンドパーソンスタッフ 5030001078111 チバシシャ ●

（株）パーソンアンドパーソンスタッフ （株）パーソンアンドパーソンスタッフ　千葉支社 ●

〒 332-0012 TEL： 048-240-5717 〒 289-2535 TEL： 0479-85-6657 ● ● ●

埼玉県川口市本町四丁目２番３号 旭市川口１２８番地 秋元　隆信

代表者： 代表取締役 中里　洋子

支社長
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ケイミックスパブリックビジネス 9010401130700 なし ●

（株）ケイミックスパブリックビジネス ●

〒 105-0001 TEL： 03-5289-3570

東京都港区虎ノ門二丁目２番５号

代表者： 代表取締役 橋本　鉄司

001

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 06 ﾛ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

C

商号又は名称



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

アラコム 4010401057205 なし ● ●

アラコム（株）
〒 105-0003 TEL： 03-5809-3901

東京都港区西新橋一丁目６番１５号

代表者： 代表取締役 西村　日出穂

エムズジャパンセキュリティ 5120001037512 なし ● ●

（株）エムズジャパンセキュリティ ● ●

〒 550-0011 TEL： 06-6537-3939

大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１１号

代表者： 代表取締役 明石　光正

ユウリン 5010001059633 なし ●

友輪（株）
〒 104-0032 TEL： 03-5543-2441 ●

東京都中央区八丁堀一丁目２番８号

代表者： 代表取締役 田雑　重信

ミズノ 4120001077559 トウキョウシテン ●

美津濃（株） 美津濃（株）　東京支店

〒 541-8538 TEL： 06-6614-8188 〒 101-8477 TEL： 03-3233-7235

大阪府大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 東京都千代田区神田小川町三丁目１番地の１６ 山本　睦朗

代表者： 代表取締役 水野　明人

コングレ 9120001079690 トウキョウホンシャ ●

（株）コングレ （株）コングレ　東京本社 ● ● ●

〒 541-0047 TEL： 06-6229-2551 〒 102-8481 TEL： 03-5216-5551 ●

大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番１３号 東京都千代田区麹町５丁目１番　弘済会館ビル 武内　紀子

代表者： 代表取締役社長 武内　紀子

シュトケンビルサービス 1010405002003 なし ●

首都圏ビルサービス（協）
〒 107-0052 TEL： 03-3583-6447

東京都港区赤坂一丁目１番１６号

代表者： 代表理事 阿南　一成

セイリョウコミュニティ 7021001009253 ● ●

（株）青菱コミュニティ （株）青菱コミュニティ　　

〒 247-8505 TEL： 0467-42-5595 〒 247-8505 TEL： 0467-42-5598

神奈川県鎌倉市上町屋３４５番地 神奈川県鎌倉市上町屋３４５番地 馬田　明

代表者： 代表取締役 沖津　進一

タカミサワサイバネティックス 7011201003197 なし ● ●

（株）高見沢サイバネティックス
〒 164-0011 TEL： 03-3227-3361 ● ●

東京都中野区中央二丁目４８番５号

代表者： 代表取締役社長 高見澤　和夫

メイテツキョウショウ 3180001033061 なし ●

名鉄協商（株）
〒 450-8618 TEL： 052-582-1091

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

代表者： 代表取締役 高橋　健治

営業部長
007

008

009

スポーツ施設サービス
部担当取締役004

代表取締役社
長005

006

001

002
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イオンディライトセキュリティ 2120001106740 なし ●

イオンディライトセキュリティ（株）
〒 542-0081 TEL： 06-6260-5112

大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号

代表者： 代表取締役 近藤　善弘

ケーエスピー 1020001026487 なし ● ● ● ●

（株）ＫＳＰ ●

〒 231-0038 TEL： 045-243-3111 ●

神奈川県横浜市中区山吹町１番地１

代表者： 代表取締役 田邊　中

トウカイタイイクシドウ 8021001036965 イバラキシテン ●

東海体育指導（株） 東海体育指導（株）　茨城支店 ●

〒 259-1206 TEL： 0463-58-7022 〒 306-0013 TEL： 0280-76-9234 ● ●

神奈川県平塚市真田四丁目３９番地３８ 茨城県古河市東本町１丁目１４番地５ 小貫　千春

代表者： 代表取締役 西久保　好生

ミツビシプレシジョン 8010601032482 エイギョウホンブ　シャカイコウツウシステムジギョウブ　チュウシャジョウシステムエイギョウブ ●

三菱プレシジョン（株） 三菱プレシジョン（株）　営業本部　社会・交通システム事業部　駐車場システム営業部

〒 135-0063 TEL： 03-5531-8060 〒 135-0063 TEL： 03-5531-8077 ●

東京都江東区有明三丁目５番７号 東京都江東区有明三丁目５番７号 稲川　宏朗

代表者： 代表取締役 藤本　聖二

アールエスシー 8013301006491 なし ● ● ● ●

（株）アール・エス・シー ●

〒 170-8630 TEL： 03-5952-9511

東京都豊島区東池袋３丁目１番３号　サンシャインシティ

代表者： 代表取締役 金井　宏夫

チュウシャジョウソウゴウケンキュウジョ 1010401120790 なし ●

（株）駐車場綜合研究所
〒 150-0002 TEL： 03-3406-2477

東京都渋谷区渋谷３丁目６番６号　渋谷パークビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 佐藤　正典

アルファ 4180001051715 なし ● ● ●

（株）アルファ ● ●

〒 467-0028 TEL： 052-861-9973 ●

愛知県名古屋市瑞穂区初日町二丁目１９番地

代表者： 代表取締役 大澤　千穂美

キョウエイセキュリティーサービス 8010001088704 なし ●

共栄セキュリティーサービス（株）
〒 102-0074 TEL： 03-3511-7780

東京都千代田区九段南１丁目６番１７号千代田会館

代表者： 代表取締役 我妻　文男

ミズノスポーツサービス 1120001090341 なし ●

ミズノスポーツサービス（株） ● ●

〒 541-8538 TEL： 06-6614-8136

大阪府大阪市住之江区南港北一丁目１２番３５号

代表者： 代表取締役 篠村　嘉将

016

017

018

部長
013

014

015

010

011

支店長
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ツタイ 6180001026269 なし ● ●

蔦井（株） ●

〒 451-0083 TEL： 052-521-9131 ●

愛知県名古屋市西区新福寺町一丁目５７番地

代表者： 代表取締役社長 熊田　光男

スポーツマックス 4180001004350 なし ●

（株）スポーツマックス
〒 458-0044 TEL： 052-838-9998

愛知県名古屋市緑区池上台二丁目３７番地１

代表者： 代表取締役 兵藤　大二郎
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ノバック 7012402003985 なし ●

（有）ノバック
〒 185-0021 TEL： 042-359-7630 ●

東京都国分寺市南町二丁目１７番７号ＢＣＢ．ＴＡＫＵＲＡ３Ｆ

代表者： 代表取締役 櫻井　健生
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マルジ 7013202006071 なし ● ● ● ●

（有）ＭＲＪ ●

〒 153-0063 TEL： 03-3712-1678

東京都目黒区目黒二丁目２番１０号

代表者： 代表取締役 橋本　治之
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