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ウラヤスセツビカンコウ 2040001029272 なし ●

（株）浦安設備管工 ●

〒 279-0043 TEL： 047-352-0268

浦安市富士見一丁目１６番１５号

代表者： 代表取締役 大塚　英子

タキザワコウギョウ 8040001026801 なし ● ●

（株）瀧澤興業 ●

〒 272-0111 TEL： 047-701-0770

市川市妙典三丁目２３番１１号

代表者： 代表取締役 瀧澤　峰人

フナバシスイドウセンター 2040001019380 なし

（株）船橋水道センター ●

〒 274-0805 TEL： 047-447-7300 ●

船橋市二和東三丁目３番５号

代表者： 代表取締役 大吉　義治

クリーンケアフッツ 4040002071073 なし ● ● ●

（有）クリーンケアフッツ ● ●

〒 293-0001 TEL： 0439-88-0066 ●

富津市大堀２０４３番地３

代表者： 代表取締役 山田　美津子

ショウワスイリ 4040001038123 なし

昭和水利（株） ●

〒 270-0141 TEL： 04-7145-4594

流山市松ヶ丘四丁目５１４番地

代表者： 代表取締役 稲川　豊明

イケダヤスイドウ 2040001025569 なし

（株）池田屋水道 ●

〒 272-0816 TEL： 047-338-1074

市川市本北方三丁目４番１１号

代表者： 代表取締役 松丸　元

ヒガシニホンエンジニアリング 7040001006333 なし

東日本エンジニアリング（株） ● ●

〒 260-0013 TEL： 043-225-4121

千葉市中央区中央二丁目５番１号

代表者： 代表取締役 久保田　忠義

キョウワケンセツ 3040001001759 なし

共和建設（株） ●

〒 260-0045 TEL： 043-251-5914

千葉市中央区弁天二丁目４番９号

代表者： 代表取締役 澤田　潤

ソデウラセツビコウギョウ 3040001029684 なし

袖浦設備工業（株） ●

〒 279-0041 TEL： 047-352-4077

浦安市堀江四丁目４番２６号

代表者： 代表取締役 渡邊　勝
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チュウオウセツビ 2040001043026 なし ● ●

（株）中央設備 ●

〒 286-0025 TEL： 0476-37-4777

成田市東町７７６番地３

代表者： 代表取締役 熊木　正美

チバケンスイドウカンコウジ 5040005000342 なし

千葉県水道管工事（協） ● ●

〒 260-0024 TEL： 043-247-7373

千葉市中央区中央港二丁目５番１４号

代表者： 代表理事 臼倉　進

オカモト 6040001053681 なし ●

（株）オカモト ●

〒 290-0056 TEL： 0436-22-1188 ●

市原市五井１６５６番地

代表者： 代表取締役 岡本　和也

ウォシュマン 8040001031248 なし ● ● ● ● ●

（株）ウォシュマン ● ●

〒 273-0105 TEL： 047-442-5719

鎌ヶ谷市鎌ケ谷九丁目１４番３８号

代表者： 代表取締役 高田　洋志

ヤワタカンコウ 2040001027821 なし ●

（株）八幡管工 ●

〒 272-0025 TEL： 047-379-5435

市川市大和田五丁目２番２７号

代表者： 代表取締役 畑木　光雄

センエー 9040001008204 なし ● ● ● ●

（株）センエー ●

〒 263-0042 TEL： 043-241-3156

千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号

代表者： 代表取締役 山本　剛

ファーストサービス 4040001041011 なし ● ● ●

（株）ファーストサービス ● ●

〒 271-0043 TEL： 047-341-5360

松戸市旭町四丁目１１９０番地の７

代表者： 代表取締役 小美濃　敦

チバプランテーション 5040001004900 なし ● ● ●

（株）千葉プランテーション ●

〒 262-0012 TEL： 043-298-0007 ●

千葉市花見川区千種町１６５番地１３

代表者： 代表取締役 鈴木　孝子

ダイフ 2040001066670 なし

（株）大富 ●

〒 270-2232 TEL： 047-391-7000

松戸市和名ケ谷５７０番地４

代表者： 代表取締役 松川　朋子
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サントウ 4040001026367 なし ●

（株）三東 ●

〒 272-0106 TEL： 047-358-3388

市川市伊勢宿１７番３号

代表者： 代表取締役 杉浦　康司

シンワセツビ 9040001028160 なし ●

新和設備（株） ●

〒 273-0122 TEL： 047-444-2118

鎌ヶ谷市東初富一丁目７番４１号

代表者： 代表取締役 山田　功

フナバシシセイビコウシャ 7040005016816 なし ● ● ● ●

（公社）船橋市清美公社 ● ●

〒 273-0016 TEL： 047-431-3796

船橋市潮見町１６番７

代表者： 理事長 長岡　秀樹

トシカンリ 2040002016781 なし ● ●

（有）都市管理 ●

〒 267-0054 TEL： 043-205-5977

千葉市緑区大高町２８番地６

代表者： 代表取締役 横川　清治

ダイシンコウギョウ 6040001026729 なし

（株）大進工業 ●

〒 272-0022 TEL： 047-336-2896

市川市鬼越二丁目５番４号

代表者： 代表取締役 臼倉　大介

ボスダ 2040001019901 なし

（株）ボスダ ●

〒 272-0805 TEL： 047-339-5915 ●

市川市大野町二丁目１８９０番地

代表者： 代表取締役 細野　忠敏

シンドウカンキョウセンター 9040001003130 なし ● ● ● ●

（株）シンドウ環境センター ●

〒 263-0016 TEL： 043-252-3495

千葉市稲毛区天台三丁目４番１２号

代表者： 代表取締役 進藤　喜四郎

ケイハイ 9040001017221 なし ● ● ●

（株）ケイハイ ●

〒 273-0001 TEL： 047-460-0815

船橋市市場三丁目１７番１号

代表者： 代表取締役 山崎　克美

チュウオウショウジ 2040002007401 なし ● ● ●

（有）中央商事 ●

〒 260-0813 TEL： 043-261-4121

千葉市中央区生実町８８７‐１

代表者： 代表取締役 伊藤　久子
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ワゴウエンジニアリング 7040001008305 なし ● ●

和合エンジニアリング（株） ●

〒 260-0045 TEL： 043-290-8701

千葉市中央区弁天一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 荻原　省三

ナラシノガスオオクボセンター 2040001014670 なし ●

習志野ガス大久保センター（株） ●

〒 275-0012 TEL： 047-474-1426 ●

習志野市本大久保二丁目１０番２５号

代表者： 代表取締役社長 若菜　正之

ノダガス 6040001071428 なし

野田ガス（株） ●

〒 278-0005 TEL： 04-7125-0101

野田市宮崎３６番地

代表者： 取締役社長 茂木　佐平治

サンワソウゴウコウギョウ 2040001065689 なし ● ● ● ●

（株）三和総合工業 ●

〒 277-0053 TEL： 04-7172-1512

柏市酒井根四丁目９番２０号

代表者： 代表取締役 赤地　浩

シンニホンコウギョウ 2040001003178 なし ●

（株）進日本工業 ●

〒 264-0007 TEL： 043-234-1661 ●

千葉市若葉区小倉町１６８７番地１０

代表者： 代表取締役 臼倉　進

ワゴウケンセツコンサルタント 4040001008084 なし

和合建設コンサルタント（株） ● ● ● ●

〒 260-0021 TEL： 043-306-2007

千葉市中央区新宿二丁目３番６号

代表者： 代表取締役 富田　晃弘

コクサイギジュツコンサルタンツ 2040001026212 なし

（株）国際技術コンサルタンツ ●

〒 272-0035 TEL： 047-326-5951

市川市新田五丁目４番４号

代表者： 代表取締役 中村　政邦

サンワコウギョウ 1040001017476 なし

（株）三和工業 ●

〒 273-0014 TEL： 047-434-8857

船橋市高瀬町３１番地９号

代表者： 代表取締役 臼倉　光代

リョウレイカンキョウエンジニアリング 3040001018340 なし ● ●

菱冷環境エンジニアリング（株） ● ● ●

〒 272-0127 TEL： 047-318-7001 ●

市川市塩浜三丁目１２番地

代表者： 代表取締役 鶴田　道夫
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チバメンテ 9040001038993 なし ●

（株）千葉メンテ ● ●

〒 260-0021 TEL： 043-248-1212

千葉市中央区新宿二丁目１２番６号

代表者： 代表取締役 富田　忠

コウゾウエンジニアリング 6010501029952 なし

（株）構造エンジニアリング ● ● ●

〒 260-0028 TEL： 043-216-3564

千葉市中央区新町２４番地９

代表者： 代表取締役 水野　淳明

オオタキガス 3040001059104 なし ●

大多喜ガス（株） ●

〒 297-8567 TEL： 0475-24-0010

茂原市茂原６６１番地

代表者： 代表取締役社長 緑川　昭夫

ケイヨウジュウセツ 2040001026121 なし ●

京葉住設（株） ●

〒 273-8555 TEL： 047-425-3311

船橋市市場三丁目１７番１号

代表者： 取締役社長 広瀬　徳和

トキワ 1040001068825 なし ●

（株）トキワ ● ●

〒 277-0835 TEL： 04-7133-8471

柏市松ケ崎１０８２番地２

代表者： 代表取締役 川瀬　慎一

ケンソウ 7040001026158 なし ● ● ●

（株）建総 ●

〒 272-0004 TEL： 047-328-8333

市川市原木三丁目１８番９号

代表者： 代表取締役 安部　拓哉

カガワスイドウ 3040001025915 なし

（株）加川水道 ●

〒 272-0021 TEL： 047-339-0044

市川市八幡六丁目２５番２号

代表者： 代表取締役 加川　明良

コウイキショリ 9040002068379 なし

（有）広域処理 ●

〒 299-0253 TEL： 0438-62-0560

袖ケ浦市大曽根１６１１番地

代表者： 代表取締役 小澤　暁

カトウコウギョウショ 1040001057522 なし ● ●

（株）加藤工業所 ●

〒 299-3251 TEL： 0475-72-1321

大網白里市大網７９５番地８

代表者： 代表取締役 加藤　年展
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ソウブセツビコウギョウ 1040001026675 なし ●

総武設備工業（株） ●

〒 272-0802 TEL： 047-338-4315

市川市柏井町一丁目１２２９番地７

代表者： 代表取締役 日向　博秋

カネコスイドウコウムテン 4040001028669 なし ●

（株）金子水道工務店 ●

〒 272-0004 TEL： 047-327-2803

市川市原木三丁目８番１２号

代表者： 代表取締役 金子　晃大

トクサンエンジニアリング 5040001018058 なし ● ● ● ●

特産エンジニアリング（株） ●

〒 274-0082 TEL： 047-457-6422

船橋市大神保町１３５７番地４

代表者： 代表取締役 北村　五郎

ヤマニソウゴウカイハツ 9040001011364 なし ● ●

（株）山二総合開発 ●

〒 260-0824 TEL： 043-209-7555

千葉市中央区浜野町８０３

代表者： 代表取締役 小野　浩成

ニホンサービス 1040001036451 なし ● ● ● ●

日本サービス（株） ●

〒 271-0042 TEL： 047-345-5665

松戸市主水新田４７６番地１０

代表者： 代表取締役 染谷　眞之

インザイセツビコウギョウ 2040001043595 なし ●

印西設備工業（株） ●

〒 270-1367 TEL： 0476-42-3792 ●

印西市浦部１３６６番地１

代表者： 代表取締役 武藤　正一

ナガヌマコウギョウシャ 1040002008680 なし ● ● ●

（有）長沼興業社 ●

〒 263-0054 TEL： 043-250-7729

千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４

代表者： 代表取締役 瀬戸　建一

ミツイイーアンドエスカンキョウエンジニアリング 2010001144314 なし

三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング（株） ●

〒 261-7130 TEL： 043-351-9163 ●

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 代表取締役 崎山　芳行

オオヨシコウギョウ 7040001017743 なし ● ●

（株）大吉工業 ●

〒 273-0866 TEL： 047-439-8710

船橋市夏見台四丁目２２番１号

代表者： 代表取締役 大吉　博之
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タイホウセツビコウギョウ 6040002042114 なし ● ●

（有）大峰設備工業 ●

〒 272-0032 TEL： 047-358-7740

市川市大洲二丁目２番２４号

代表者： 代表取締役 瀧澤　ミツイ

ノダヤスイドウブ 9040001029869 なし ●

（株）野田屋水道部 ●

〒 279-0001 TEL： 047-351-4141

浦安市当代島一丁目６番３０号

代表者： 代表取締役 高橋　渡

セイカンコウエイ 7040002041081 なし ● ●

（有）清管工営 ●

〒 279-0041 TEL： 047-350-6392

浦安市堀江四丁目３０番２号

代表者： 代表取締役 久保木　義弘

アクアテック 2040001084838 なし ●

アクアテック（株） ● ●

〒 270-2214 TEL： 047-394-4769 ●

松戸市松飛台２０４‐９‐３０２号

代表者： 代表取締役 松坂　福弘

チバスイドウコウムテン 9040001026874 なし

（株）千葉水道工務店 ●

〒 272-0023 TEL： 047-378-7575

市川市南八幡四丁目４番１７号

代表者： 代表取締役 加藤　伸二郎

タケウチスイドウコウムテン 3040001026789 なし

（株）竹内水道工務店 ●

〒 272-0832 TEL： 047-372-1901

市川市曽谷二丁目１番５号

代表者： 代表取締役 竹内　吉行

シンセイ 7040001090971 なし ● ● ●

（株）シンセイ ● ●

〒 264-0002 TEL： 043-372-0525

千葉市若葉区千城台東一丁目４番６号坂月ビル２０３

代表者： 代表取締役 小浜　浩

イノウエ 7040001074140 なし ●

（株）イノウエ ●

〒 296-0001 TEL： 04-7092-0690

鴨川市横渚８３５番地

代表者： 代表取締役 岸本　英則

ウラヤスリュウツウジギョウ 9040005004538 なし

浦安流通事業（協） ●

〒 279-0032 TEL： 047-305-4806

浦安市千鳥１０番地８

代表者： 理事長 油井　健一
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ジャテック 1040001009457 なし

（株）ジャテック ●

〒 267-0066 TEL： 043-205-1707

千葉市緑区あすみが丘三丁目５１番地１４

代表者： 代表取締役 平方　康太郎

アソウケンセツコウギョウ 8040002069519 なし ● ● ●

（有）朝生建設興業 ●

〒 299-1173 TEL： 0439-55-7263

君津市外箕輪四丁目５番４０号

代表者： 代表取締役 朝生　薫之

スギタセイソウ 4040002097135 なし ● ● ●

杉田清掃（有） ●

〒 265-0066 TEL： 047-328-8383

千葉市若葉区多部田町４８３番地１

代表者： 代表取締役 安部　保

フジピットサービス 1040001064907 なし ● ●

（株）フジピットサービス ●

〒 271-0068 TEL： 047-367-8833

松戸市古ケ崎二丁目３１７６番地２９

代表者： 代表取締役 齋藤　昌幸
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ロウスイタンサ 1040001008013 なし

（株）漏水探査 ●

〒 260-0012 TEL： 043-239-5511

千葉市中央区本町一丁目６番８号

代表者： 代表取締役 松崎　美穂

サクラ 6040001094981 なし ● ●

（株）さくら ●

〒 264-0031 TEL： 043-252-6787

千葉市若葉区愛生町１４０番地３

代表者： 代表取締役 齋藤　敦史

オオタキガスパートナー 5040001101722 なし ●

大多喜ガスパートナー（株） ●

〒 297-0026 TEL： 0475-27-2785

茂原市茂原６６１番地

代表者： 代表取締役社長 糸久　忠良
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ライフライン 2310001003076 カントウエイギョウショ

（株）ライフライン （株）ライフライン　関東営業所 ●

〒 851-1132 TEL： 095-847-4500 〒 273-0106 TEL： 047-498-5300

長崎県長崎市小江原三丁目２３番１号 鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷二丁目１番３２号 山田　知生

代表者： 代表取締役 古賀　一典

スイキテクノス 6010901011626 なし ●

（株）水機テクノス ●

〒 156-0054 TEL： 03-3426-2600

東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号

代表者： 代表取締役 武藏　昌弘

チチュウエンジニアリング 8030001005376 チバエイギョウショ

地中エンジニアリング（株） 地中エンジニアリング（株）　千葉営業所 ●

〒 338-0837 TEL： 048-844-1031 〒 262-0023 TEL： 043-301-2912

埼玉県さいたま市桜区田島五丁目１９番８号 千葉市花見川区検見川町五丁目２２９２番地１０ 内海　誠一郎

代表者： 代表取締役 光岡　宗徳

クボタカンキョウサービス 7010501003238 なし

クボタ環境サービス（株） ●

〒 104-8307 TEL： 03-6281-9918

東京都中央区京橋二丁目１番３号

代表者： 代表取締役 三谷　博徳

トシカンキョウセイビ 6011101014452 チバエイギョウショ ● ●

都市環境整美（株） 都市環境整美（株）　千葉営業所 ●

〒 163-0630 TEL： 03-3832-5071 〒 260-0015 TEL： 043-221-5531

東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 千葉市中央区富士見二丁目３番１号 松野　昌一

代表者： 代表取締役社長 井上　靖

コウエイジギョウ 9011201001620 チバシテン ●

公営事業（株） 公営事業（株）　千葉支店 ● ●

〒 164-0001 TEL： 03-5340-0361 〒 260-0013 TEL： 043-221-0432

東京都中野区中野三丁目５０番１１号 千葉市中央区中央四丁目８番８号　日進ビル８階 田中　義徳

代表者： 代表取締役 鈴木　惠三

アクアテルス 2030001010423 ミナミカントウシテン ● ●

（株）アクアテルス （株）アクアテルス　南関東支店 ●

〒 330-0854 TEL： 048-640-1122 〒 311-2425 TEL： 0299-63-1069 ●

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番地２ 茨城県潮来市あやめ２丁目２６の１７番地 岡村　静賀

代表者： 代表取締役 片桐　克己

カンキョウギケン 2011301001568 チバシテン ● ● ● ●

（株）環境技研 （株）環境技研　千葉支店 ● ●

〒 167-0052 TEL： 03-3332-7100 〒 260-0842 TEL： 043-209-6096 ● ●

東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 千葉市中央区南町二丁目２４番１０号　０３４ＣＨＩＢＡ２０７号 小笠原　幸道

代表者： 代表取締役 古畑　大志

ジュウカンオペレーション 5020001083541 なし

重環オペレーション（株） ●

〒 220-0012 TEL： 045-227-1253 ●

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 佐藤　正嗣

営業所長
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ツキシマテクノメンテサービス 6010001050590 チバシテン

月島テクノメンテサービス（株） 月島テクノメンテサービス（株）　千葉支店 ●

〒 135-0031 TEL： 03-5245-7150 〒 260-0045 TEL： 043-215-7831

東京都江東区佐賀一丁目３番７号 千葉市中央区弁天１丁目１５番３号 中芝　敬雄

代表者： 代表取締役 渡邊　彰彦

タカスギショウジ 8012701000591 なし

高杉商事（株） ●

〒 187-0022 TEL： 042-321-2682

東京都小平市上水本町四丁目８番１２号

代表者： 代表取締役 高杉　憲由

ウォーターエージェンシー 5011101016763 チバエイギョウショ ●

（株）ウォーターエージェンシー （株）ウォーターエージェンシー　千葉営業所 ●

〒 162-0813 TEL： 03-3267-4010 〒 276-0046 TEL： 047-458-3950

東京都新宿区東五軒町３番２５号 八千代市大和田新田４９４番地１６ 高橋　浩

代表者： 代表取締役社長 榊原　秀明

データベース 8430001016944 チバエイギョウショ ● ●

（株）データベース （株）データベース　千葉営業所 ●

〒 060-0807 TEL： 011-726-7661 〒 263-0032 TEL： 043-248-7232

北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 千葉市稲毛区稲毛台町３‐１２ 清重　正樹

代表者： 代表取締役 大森　康弘

アイテック 2120001095991 チバシテン ●

アイテック（株） アイテック（株）　千葉支店 ●

〒 530-0001 TEL： 06-6346-0036 〒 260-0834 TEL： 043-261-7781

大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 千葉市中央区今井２丁目１１番２６号　キャッスルマンション蘇我３０２号室 白石　浩司

代表者： 代表取締役 前田　幸治

カンセイコウギョウ 1010901002720 チバエイギョウショ

管清工業（株） 管清工業（株）　千葉営業所 ●

〒 158-0098 TEL： 03-3709-4691 〒 264-0020 TEL： 043-214-2788

東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 千葉市若葉区貝塚２丁目１２番５号 若松　秀樹

代表者： 代表取締役 長谷川　健司

ツキシマキカイ 8010001034856 ミズカンキョウジギョウホンブ

月島機械（株） 月島機械（株）　水環境事業本部東京支社 ●

〒 104-0053 TEL： 03-5560-6511 〒 104-0053 TEL： 03-5560-6542 ●

東京都中央区晴海三丁目５番１号 東京都中央区晴海三丁目５番１号 田久保　幸夫

代表者： 代表取締役 山田　和彦

オウギコウセツ 6070001000474 フナバシシテン

（株）オウギ工設 （株）オウギ工設　船橋支店 ● ●

〒 371-0007 TEL： 027-233-0561 〒 274-0063 TEL： 047-402-8980

群馬県前橋市上泉町２６８番地 船橋市習志野台２丁目７３番１１号川野ビル１棟２ＦＡ 木村　崇史

代表者： 代表取締役 霜触　和也

メイデンファシリティサービス 9010701009644 なし

明電ファシリティサービス（株） ●

〒 141-0032 TEL： 03-6420-7940

東京都品川区大崎二丁目８番１号

代表者： 代表取締役 椿原　正浩

支店長
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ニッテツパイプラインアンドエンジニアリング 6120101003660 なし

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） ●

〒 141-0032 TEL： 03-6865-6037

東京都品川区大崎一丁目５番１号

代表者： 代表取締役社長 元内　利文

ツルミセイサクショ 9120001002215 トウキョウホンシャ

（株）鶴見製作所 （株）鶴見製作所　東京本社 ●

〒 538-8585 TEL： 06-6911-3210 〒 110-0016 TEL： 03-3833-9765

大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 東京都台東区台東一丁目３３番８号 織田　浩典

代表者： 代表取締役 辻本　治

ダイイチカンキョウアクア 3010401117471 チバシテン ● ●

第一環境アクア（株） 第一環境アクア（株）　千葉支店 ●

〒 107-0052 TEL： 03-6277-7620 〒 289-1625 TEL： 0479-77-1451

東京都港区赤坂二丁目２番１２号 山武郡芝山町新井田４４５‐５０６ 松永　欣三

代表者： 代表取締役社長 酒井　明美

クボタ 1120001037978 トウキョウホンシャ ● ●

（株）クボタ （株）クボタ　東京本社 ●

〒 556-8601 TEL： 06-6648-2111 〒 104-8307 TEL： 03-3245-3200 ●

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 東京都中央区京橋二丁目１番３号 黒澤　利彦

代表者： 代表取締役 木股　昌俊

ニホンメンテナスエンジニヤリング 5120001073004 なし

日本メンテナスエンジニヤリング（株） ●

〒 530-0035 TEL： 06-6355-3000

大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号

代表者： 代表取締役社長 田伏　重成

メイデンシャ 4010701009640 ヒガシカントウシテン ●

（株）明電舎 （株）明電舎　東関東支店 ●

〒 141-6029 TEL： 03-6420-8506 〒 262-0033 TEL： 043-273-6125

東京都品川区大崎二丁目１番１号 千葉市花見川区幕張本郷一丁目２番２４号 渡邉　正弘

代表者： 取締役社長 三井田　健

カントウチイキヅクリキョウカイ 6030005002470 なし

（一社）関東地域づくり協会 ●

〒 330-0843 TEL： 048-600-4113

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６　マルキュービル

代表者： 理事長 奥野　晴彦

ニシハラカンキョウ 5010401023437 チバエイギョウショ ● ● ●

（株）西原環境 （株）西原環境　千葉営業所 ●

〒 108-0022 TEL： 03-3455-4441 〒 260-0013 TEL： 043-308-0370

東京都港区海岸三丁目２０番２０号　 千葉市中央区中央三丁目３番８号 袰岩　毅

代表者： 代表取締役 ヤニック・ラット

ヨシオカショウテン 3010601016647 なし

（株）吉岡商店 ●

〒 131-0041 TEL： 03-3619-8800

東京都墨田区八広四丁目４３番９号

代表者： 代表取締役 吉岡　賢一

019

取締役執行役員国内営
業部長兼東京本社長020

支店長
021

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 08 ﾛ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

026

所長
027

028

取締役東京本
社事務所長022

024

支店長
025



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

テスコ 5011101011871 なし ● ● ●

テスコ（株） ●

〒 101-0065 TEL： 03-5244-5311 ●

東京都千代田区西神田一丁目４番５号

代表者： 代表取締役 小林　千尋

タクマテクノス 5010001049691 なし

（株）タクマテクノス ●

〒 108-0023 TEL： 03-5439-4171 ●

東京都港区芝浦三丁目９番１号

代表者： 代表取締役社長 辻　一徳

タイメイショウカイ 4010001049560 なし ●

（株）泰明商会 ●

〒 104-0061 TEL： 03-3535-0371 ●

東京都中央区銀座２丁目８番４号

代表者： 代表取締役 宮川　聡

トウシバインフラシステムズ 2011101014084 ヒガシカントウシテン ● ●

東芝インフラシステムズ（株） 東芝インフラシステムズ（株）　東関東支店 ●

〒 212-8585 TEL： 044-331-0880 〒 261-7124 TEL： 043-299-1009 ● ●

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１（ＷＢＧマリブイースト２４階） 高橋　義人

代表者： 代表取締役社長 今野　貴之

リクチロウスイチョウサ 2011101022608 チバエイギョウショ

（株）リクチ漏水調査 （株）リクチ漏水調査　千葉営業所 ●

〒 161-0032 TEL： 03-3954-9225 〒 263-0054 TEL： 043-258-4731

東京都新宿区中落合３丁目２１番２号 千葉市稲毛区宮野木町１７５２番１７３号 小賀坂　文之

代表者： 代表取締役 天野　知光

シンメイワコウギョウ 7140001082323 サンキシステムジギョウブ　カンキョウシステムホンブ　エイギョウブ

新明和工業（株） 新明和工業（株）　産機システム事業部　環境システム本部　営業部 ●

〒 665-8550 TEL： 0798-56-5000 〒 110-8620 TEL： 03-3842-6332

兵庫県宝塚市新明和町１番１号 東京都台東区東上野五丁目１６番５号 長谷川　公三

代表者： 代表取締役 五十川　龍之

ニホンカンザイカンキョウサービス 4140001072021 トウキョウシテン

（株）日本管財環境サービス （株）日本管財環境サービス　東京支店 ●

〒 662-0911 TEL： 0798-32-8360 〒 101-0042 TEL： 03-3252-2115

兵庫県西宮市池田町９番７号 東京都千代田区神田東松下町２７番地 海老原　晃治

代表者： 代表取締役 降矢　直樹

マエザワエンジニアリングサービス 1030001082736 カントウシテン

（株）前澤エンジニアリングサービス （株）前澤エンジニアリングサービス　関東支店 ●

〒 332-8556 TEL： 048-255-1231 〒 332-8556 TEL： 048-255-1223 ●

埼玉県川口市仲町５番１１号 埼玉県川口市仲町５番１１号 池田　豊

代表者： 代表取締役 田口　繁

マエザワコウギョウ 5010001057579 トウキョウシテン

前澤工業（株） 前澤工業（株）　東京支店 ● ●

〒 332-8556 TEL： 03-3297-0611 〒 104-8351 TEL： 03-3297-0611

埼玉県川口市仲町５番１１号 東京都中央区新川一丁目５番１７号 都倉　剛

代表者： 代表取締役 松原　正
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ヒタチプラントサービス 5013301030602 カントウシテン ●

（株）日立プラントサービス （株）日立プラントサービス　関東支店 ● ● ●

〒 170-6034 TEL： 03-6386-3005 〒 330-0802 TEL： 048-642-6471 ●

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　 埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目３５番地 佐藤　淳

代表者： 取締役社長 中津　英司

マサキコウギョウ 1120001016214 チバシテン ● ●

柾木工業（株） 柾木工業（株）　千葉支店 ●

〒 554-0032 TEL： 06-6464-2300 〒 270-1337 TEL： 0476-85-6901

大阪府大阪市此花区梅町二丁目２番２５号 印西市草深５３ 尾関　健一

代表者： 代表取締役 柾木　隆弘

ニッテツカンキョウ 4010001013921 キミツシテン ● ● ● ●

日鉄環境（株） 日鉄環境（株）　君津支店 ● ● ●

〒 104-0031 TEL： 03-6862-8700 〒 292-0835 TEL： 0438-80-2855 ●

東京都中央区京橋一丁目１８番１号 木更津市築地１番地１ 赤星　哲也

代表者： 代表取締役 松村　武彦

ニシカワケイソク 1010401021428 チバエイギョウショ ● ●

西川計測（株） 西川計測（株）　千葉営業所 ●

〒 151-8620 TEL： 03-3299-1341 〒 260-0013 TEL： 043-221-7150 ●

東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 千葉市中央区中央二丁目９番２０号 本田　貴晶

代表者： 代表取締役 田中　勝彦

ジェイエフイーエンジニアリング 8010001008843 なし ● ● ●

ＪＦＥエンジニアリング（株） ●

〒 230-8611 TEL： 045-505-8901 ● ●

神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

代表者： 代表取締役社長 大下　元

トウアグラウトコウギョウ 4011101042678 ウラヤスエイギョウショ

東亜グラウト工業（株） 東亜グラウト工業（株）　浦安営業所 ●

〒 160-0004 TEL： 03-3355-1167 〒 279-0024 TEL： 047-316-3100

東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 浦安市港６０番地 堀口　益男

代表者： 代表取締役 山口　乃理夫

クリタス 1013301002893 なし ● ●

（株）クリタス ● ●

〒 171-0022 TEL： 03-3590-0301 ● ●

東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号

代表者： 代表取締役 黒川　洋一

ニホンカンキョウクリアー 2030001006446 チバエイギョウショ ● ● ● ●

日本環境クリアー（株） 日本環境クリアー（株）　千葉営業所 ● ●

〒 330-0854 TEL： 048-658-0111 〒 273-0011 TEL： 047-420-1640 ● ●

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 船橋市湊町３丁目１８番２‐２０３号 青鹿　佳民

代表者： 代表取締役 杉山　英司

ダイトー 9050001015785 カシワシテン ● ● ●

（株）ダイトー （株）ダイトー　柏支店 ●

〒 305-0018 TEL： 029-857-5800 〒 227-0861 TEL： 0471-37-7102

茨城県つくば市金田８９３番地２ 柏市高田１０５９番地２０２号室 竹内　雄佑

代表者： 代表取締役 堀　真理

支店長
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スイングエーエム 4010401137015 ヒガシカントウエイギョウショ ● ●

水ｉｎｇＡＭ（株） 水ｉｎｇＡＭ（株）　東関東営業所 ●

〒 108-0075 TEL： 03-6830-9050 〒 260-0015 TEL： 043-224-5131 ● ●

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 長島　正剛

代表者： 代表取締役社長 北村　輝明

ニッテツカンキョウプラントソリューションズ 4290801002823 なし ●

日鉄環境プラントソリューションズ（株） ● ●

〒 804-0002 TEL： 093-588-7363

福岡県北九州市戸畑区大字中原４６番地５９

代表者： 代表取締役社長 村上　裕
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サンリーク 8120001055536 トウキョウシテン

（株）サンリーク （株）サンリーク　東京支店 ●

〒 532-0003 TEL： 06-6395-6801 〒 114-0002 TEL： 03-5959-7961

大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号 東京都北区王子１丁目２９番１号 中田　正幸

代表者： 代表取締役 小東　雅彦

サンテクノサービス 4120001001907 カントウシテン

サンテクノサービス（株） サンテクノサービス（株）　関東支店 ●

〒 530-0054 TEL： 06-6363-3991 〒 104-0061 TEL： 03-5451-0789

大阪府大阪市北区南森町二丁目４ー３２ 東京都中央区銀座１丁目２７番８号　セントラルビル７０３号 都留　賢仁

代表者： 代表取締役 福地　京子

セカイサンギョウ 2120101039799 トウキョウシテン

世界産業（株） 世界産業（株）　東京支店 ●

〒 598-0035 TEL： 072-466-8000 〒 105-0004 TEL： 03-6303-4777

大阪府泉佐野市南中樫井４７３番地の１ 東京都港区新橋３丁目６番５号万善ビル２階 池本　一人

代表者： 代表取締役 榎並　巧二

ナカザトケンセツ 6060001020812 なし

中里建設（株） ●

〒 327-0312 TEL： 0283-62-0272 ●

栃木県佐野市栃本町１０５１番地

代表者： 代表取締役 中里　聡

アイケーエス 6370301000111 なし

（株）アイ・ケー・エス ●

〒 986-0826 TEL： 0225-96-6420

宮城県石巻市鋳銭場５番２１号

代表者： 代表取締役 森田　和

カンスイコウギョウ 4070001006507 サイタマシテン

管水工業（株） 管水工業（株）　埼玉支店 ●

〒 370-0071 TEL： 027-329-7373 〒 333-0844 TEL： 048-458-3938

群馬県高崎市小八木町３１０番地１ 埼玉県川口市上青木六丁目７番３号　華ハイツ１階 佐藤　稔

代表者： 代表取締役 長井　義久

テクノスジャパン 5290001023421 トウキョウシテン

（株）テクノスジャパン （株）テクノスジャパン　東京支店 ●

〒 812-0874 TEL： 092-588-6303 〒 179-0074 TEL： 03-5848-5631

福岡県福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 東京都練馬区春日町３丁目１７番３０号　１０３号室 三小田　和則

代表者： 代表取締役 垣本　政輝

コスモリサーチ 6290001013165 トウキョウシテン

（株）コスモリサーチ （株）コスモリサーチ　東京支店 ●

〒 812-0872 TEL： 092-575-0304 〒 171-0014 TEL： 03-5953-8191

福岡県福岡市博多区春町二丁目８番９号 東京都豊島区池袋２丁目１４番２号 大崎　智

代表者： 代表取締役 築山　邦弘

ペンタフ 2120001144625 トウキョウシテン

ペンタフ（株） ペンタフ（株）　東京支店 ●

〒 531-0076 TEL： 06-6458-1231 〒 223-0057 TEL： 045-642-8580

大阪府大阪市北区大淀中一丁目７番１０号 神奈川県横浜市港北区新羽町４８５番地５ 小松　慎太郎

代表者： 代表取締役 平田　喜彦
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シンコウカンキョウメンテナンス 2140001008258 なし

神鋼環境メンテナンス（株） ●

〒 651-0086 TEL： 078-261-7940 ●

兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号

代表者： 代表取締役 山上　惠造

ニホンロウボウコンサルタント 5480001003577 カントウエイギョウショ

（株）日本漏防コンサルタント （株）日本漏防コンサルタント　関東営業所 ●

〒 770-0004 TEL： 088-632-6616 〒 351-0113 TEL： 048-464-6695

徳島県徳島市南田宮二丁目７番４号 埼玉県和光市中央２丁目６番６号 勝　進一

代表者： 代表取締役 新垣　光勇

トウシンエンジニアリング 3010701021448 なし ●

東伸エンジニアリング（株） ●

〒 141-0031 TEL： 03-6420-3551

東京都品川区西五反田二丁目２９番９号

代表者： 代表取締役 江崎　大輔

フジチチュウジョウホウ 9010401086851 トウキョウシテン ●

フジ地中情報（株） フジ地中情報（株）　東京支店 ●

〒 108-0022 TEL： 03-6891-6600 〒 330-0061 TEL： 048-615-0237 ●

東京都港区海岸三丁目２０番２０号 埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目１番１号 田中　利明

代表者： 代表取締役 深澤　貴

カジマカンキョウエンジニアリング 4010401039186 なし ●

鹿島環境エンジニアリング（株） ●

〒 107-0051 TEL： 03-3746-7681

東京都港区元赤坂一丁目５番３１号

代表者： 代表取締役 池田　豊

アサノアタカ 7010501023962 なし

浅野アタカ（株） ●

〒 110-0014 TEL： 03-5827-7051

東京都台東区北上野二丁目８番７号

代表者： 代表取締役 小川　暢也

ニホンスイドウカンロ 4370301001061 なし ●

日本水道管路（株） ●

〒 104-0053 TEL： 03-3531-6300

東京都中央区晴海３丁目１３番１‐４９２３号

代表者： 代表取締役 佐藤　伸二

クボタキコウ 3120001149458 トウキョウシテン ●

クボタ機工（株） クボタ機工（株）　東京支店 ●

〒 573-0004 TEL： 072-840-5727 〒 103-0021 TEL： 03-3245-3141

大阪府枚方市中宮大池一丁目１番１号 東京都中央区日本橋本石町三丁目３番１０号 市川　篤

代表者： 代表取締役社長 前田　勝弘

ニシニホンスイドウセンター 7120001105366 カントウシテン

（株）西日本水道センター （株）西日本水道センター　関東支店 ●

〒 532-0003 TEL： 06-6396-8118 〒 330-0856 TEL： 048-783-7900

大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１０番９号 埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目８０１番２号 鶴留　勝己

代表者： 代表取締役 工藤　清
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カンキョウエンジニアリング 6130001014154 なし

（株）環協エンジニアリング ●

〒 612-8395 TEL： 075-622-3236

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０番地

代表者： 代表取締役 大田　吉久

ヤノクチジコウ 1010801012043 なし ● ● ●

矢野口自工（株） ●

〒 143-0002 TEL： 03-3799-5861

東京都大田区城南島四丁目５番８号

代表者： 代表取締役 矢野口　智一

サンキカンキョウサービス 4010001142209 なし

三機環境サービス（株） ●

〒 104-6591 TEL： 03-6367-7730

東京都中央区明石町８番１号

代表者： 代表取締役社長 折下　尚

カントウサービスコウシヤ 9030001001746 なし ●

（株）関東サービス工社 ●

〒 330-0846 TEL： 048-640-1372 ●

埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号

代表者： 代表取締役 青木　裕幸

シンジョウコウギョウ 1010602019353 なし

（有）伸常興業 ●

〒 131-0032 TEL： 03-3612-2410

東京都墨田区東向島六丁目１６番１０号

代表者： 代表取締役 寺沢　常仁

アイイーエム 2120001037952 なし ● ●

（株）ＩＥＭ ●

〒 210-0004 TEL： 044-221-7155

神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１

代表者： 代表取締役 角野　修一

カンエイメンテナンス 1030001086761 チバエイギョウショ ● ●

（株）カンエイメンテナンス （株）カンエイメンテナンス　千葉営業所 ●

〒 361-0022 TEL： 048-554-9511 〒 260-0015 TEL： 043-330-3314

埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 千葉市中央区富士見二丁目７番９号　富士見ビル６０９号 俵谷　一三五

代表者： 代表取締役 山田　正巳

ケービックス 9070001001148 なし ● ●

ケービックス（株） ●

〒 371-0855 TEL： 027-253-3361

群馬県前橋市問屋町一丁目３番地の１

代表者： 代表取締役 井上　哲孝

セキスイカガクコウギョウ 1120001059650 カンキョウライフラインカンパニーヒガシニホンシテン

積水化学工業（株） 積水化学工業（株）　環境・ライフラインカンパニー東日本支店 ●

〒 105-8450 TEL： 03-5521-0639 〒 105-8450 TEL： 03-5521-0622

東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７　虎ノ門二丁目タワー 藤井　清

代表者： 代表取締役社長 高下　貞二

019

020

021

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 08 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

所長
025

026

支店長
027

022

023

024



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

キョクトウカイハツコウギョウ 7140001068512 なし ●

極東開発工業（株） ●

〒 663-8545 TEL： 0798-66-1010 ●

兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号

代表者： 代表取締役 高橋　和也

カコウキプラントカンキョウエンジ 6020001072428 なし ●

化工機プラント環境エンジ（株） ● ●

〒 210-8560 TEL： 044-355-7411

神奈川県川崎市川崎区大川町２番１号

代表者： 代表取締役 中井　真治

イシガキ 7010001036671 なし ●

（株）石垣 ●

〒 100-0005 TEL： 03-6848-7900

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

代表者： 代表取締役社長 石垣　真

アタカメンテナンス 6010501020738 なし

アタカメンテナンス（株） ●

〒 110-0015 TEL： 03-3844-6590

東京都台東区東上野三丁目１番１３号

代表者： 取締役社長 小川　暢也

トウキョウスイドウサービス 5011101024519 なし

東京水道サービス（株） ●

〒 160-0023 TEL： 03-5320-9356 ●

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号

代表者： 代表取締役社長 野田　数

アオキセイソウ 6030001042025 なし ● ●

青木清掃（株） ●

〒 363-0015 TEL： 048-775-1551

埼玉県桶川市南一丁目２番６号

代表者： 代表取締役 青木　勝美

ウォーターテック 6010401021472 ヒガシニホンシテン ●

（株）ウォーターテック （株）ウォーターテック　東日本支店 ●

〒 108-0023 TEL： 03-3456-0785 〒 108-0023 TEL： 03-3456-0795

東京都港区芝浦三丁目１６番１号 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 大隅　昌平

代表者： 代表取締役 早坂　克浩

ニットー 7011501008185 なし

（株）ニットー ● ●

〒 116-0013 TEL： 03-5850-3811

東京都荒川区西日暮里二丁目２２番１‐５０１号

代表者： 代表取締役 吉成　高志

リョクスイコウギョウ 6110001023413 なし

緑水工業（株） ●

〒 940-0004 TEL： 0258-24-0800

新潟県長岡市高見町３０６３番地１

代表者： 代表取締役 家老　俊一
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フジテコム 4010001028242 トウキョウシテン

フジテコム（株） フジテコム（株）　東京支店 ● ●

〒 101-0025 TEL： 03-3862-3196 〒 101-0025 TEL： 03-3865-2960 ●

東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 山本　裕司

代表者： 代表取締役 森山　慎一

スミトモジュウキカイエンバイロメント 9010701017762 なし

住友重機械エンバイロメント（株） ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-6737-2728

東京都品川区西五反田七丁目１０番４号

代表者： 代表取締役社長 真鍋　教市

ニホンレップス 6021001014543 なし

（株）日本レップス ●

〒 231-0004 TEL： 045-264-8361

神奈川県横浜市中区元浜町三丁目１５番地

代表者： 代表取締役 川島　幹夫

セントラルコウギョウ 8011001031934 ショウナンエイギョウショ

セントラル工業（株） セントラル工業（株）　湘南営業所 ●

〒 150-0022 TEL： 03-5725-1181 〒 239-0805 TEL： 046-836-9694

東京都渋谷区恵比寿南二丁目１番８号 神奈川県横須賀市舟倉１丁目３２番１号 後藤　浩司

代表者： 代表取締役 増田　秀雄

コトブキカンキョウキザイ 9120001063918 なし ●

壽環境機材（株） ●

〒 530-0043 TEL： 06-6352-5880

大阪府大阪市北区天満一丁目１９番４号

代表者： 代表取締役 高木　眞敏

トウホクロウスイ 8370001002463 カントウエイギョウショ

（株）東北漏水 （株）東北漏水　関東営業所 ●

〒 982-0011 TEL： 022-247-8346 〒 363-0001 TEL： 048-729-0272

宮城県仙台市太白区長町八丁目１１番２５号 埼玉県桶川市加納６８４番地１１号 大友　憲

代表者： 代表取締役 薄井　博武

メイキョー 1090001002151 なし

（株）メイキョー ● ●

〒 400-0047 TEL： 055-228-2858

山梨県甲府市徳行二丁目２番３８号

代表者： 代表取締役 功刀　茂夫

メタウォーターサービス 9010401096157 ジギョウスイシンホンブ ●

メタウォーターサービス（株） メタウォーターサービス（株）　事業推進本部 ●

〒 101-0041 TEL： 03-6853-7265 〒 101-0041 TEL： 03-6853-7265 ●

東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 石川　俊之

代表者： 代表取締役 中村　英二

オルガノ 3010601025111 カンキョウジギョウブ

オルガノ（株） オルガノ（株）　環境事業部 ● ●

〒 136-0075 TEL： 03-5635-5180 〒 136-8631 TEL： 03-5635-5180

東京都江東区新砂１丁目２番８号 東京都江東区新砂１丁目２番８号 佐藤　博昭

代表者： 代表取締役 内倉　昌樹
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トウヨウシセツ 5010001086438 なし ●

東洋施設（株） ●

〒 103-0002 TEL： 03-3527-3085

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号

代表者： 代表取締役 東　信重

ナガサキイシガキ 2310001003051 なし

（株）長崎イシガキ ●

〒 850-0028 TEL： 095-818-3221

長崎県長崎市勝山町３７番地

代表者： 代表取締役社長　 石垣　真
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スイドウソウゴウプランニング 4030001050005

水道総合プランニング（株） 水道総合プランニング（株）　　 ●

〒 351-0114 TEL： 048-458-6385 〒 351-0114 TEL： 048-458-6385

埼玉県和光市本町２２番１号　 埼玉県和光市本町２２番１号 櫻井　道博

代表者： 代表取締役 加藤　靖雄

レキオスウォーター 5360001005791 カントウシテン

レキオス・ウォーター（株） レキオス・ウォーター（株）　関東支店 ●

〒 900-0004 TEL： 098-951-2092 〒 336-0027 TEL： 048-844-5566

沖縄県那覇市銘苅二丁目６番２７号 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目５番１４号 森山　紹太郎

代表者： 代表取締役 稲福　真悟

ニュース 9020002078157 なし

（有）ＮＥＷＳ ●

〒 220-0051 TEL： 045-316-8580

神奈川県横浜市西区中央一丁目２５番１０号

代表者： 取締役 原田　慎哉

スイドウテクニカルサービス 4020001085745 なし

水道テクニカルサービス（株） ●

〒 241-0821 TEL： 045-360-9220

神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地４５　大高ビル３Ｆ

代表者： 代表取締役 大島　健司

エムズジャパン 5030001100832 なし

（株）Ｍ’ｓジャパン ●

〒 359-1145 TEL： 04-2926-7437

埼玉県所沢市山口３７３番地の９

代表者： 代表取締役 宮崎　訓

ミズコム 6370001019435 なし

（株）ミズコム ●

〒 981-3203 TEL： 022-341-0363

宮城県仙台市泉区高森七丁目１７番地の１１

代表者： 代表取締役 大野　雅樹

取締役
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