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

カントウデンシ 3040001001445 なし

関東電子（株）
〒 260-0022 TEL： 043-246-2321 ●

千葉市中央区神明町５番地１５

代表者： 代表取締役 真壁　利広

トウエイドウ 1040002041277 なし

（有）東栄堂 ●

〒 279-0023 TEL： 047-351-0054 ● ●

浦安市高洲三丁目１番９号

代表者： 代表取締役 榎本　和義

ニッポンファイリングテクノ 3010001033648 なし

（株）日本ファイリングテクノ
〒 277-0843 TEL： 04-7144-2391 ●

柏市明原２丁目２番２２号

代表者： 代表取締役 田嶋　譲太郎

シラトコウギョウ 3040001003474 なし ● ●

白戸工業（株）
〒 260-0005 TEL： 043-222-0637 ● ●

千葉市中央区道場南二丁目１２番１７号

代表者： 代表取締役 白戸　孝夫

エトウケイキ 6040001008157 なし

恵藤計器（株）
〒 261-0002 TEL： 043-242-0505 ●

千葉市美浜区新港１４２番地３

代表者： 代表取締役 瀬口　力也

ナカムラ 3040001018282 なし

（株）ナカムラ
〒 273-0014 TEL： 047-435-0066 ●

船橋市高瀬町６２番２

代表者： 代表取締役 中村　和一

サンヨウカガク 4040001002839 なし

三洋科学（株）
〒 264-0021 TEL： 043-232-3131 ●

千葉市若葉区若松町２１５６番１５

代表者： 代表取締役 宮田　一徳

スギモトショウブンドウ 4040001017787 なし ●

（株）杉本正文堂 ●

〒 273-0005 TEL： 047-422-8288 ●

船橋市本町４丁目６番１７号

代表者： 代表取締役 竹之内　秀勝

グランメイト 3040001001949 なし

グランメイト（株）
〒 260-0007 TEL： 043-202-1788 ●

千葉市中央区祐光４丁目２番１号

代表者： 代表取締役社長 佐藤　茂樹
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ナカムラセイサクショ 6040001036406 なし

（株）中村製作所
〒 271-0093 TEL： 047-330-1111 ●

松戸市小山５１０番地

代表者： 代表取締役 朝倉　辰夫

フカワサンギョウ 5040001018215 なし ●

布川産業（株）
〒 273-0004 TEL： 047-433-3191 ●

船橋市南本町１２番１５号

代表者： 代表取締役 布川　弘久

トラヤ 4040001062354 なし

（株）トラヤ
〒 288-0056 TEL： 0479-22-3515 ●

銚子市新生町二丁目１２番地の５

代表者： 代表取締役 遠藤　孝二

タカハシショウカイ 9040001026817 なし

（株）高橋商会
〒 272-0804 TEL： 047-337-6434 ●

市川市南大野一丁目４３番７号

代表者： 代表取締役 高橋　隆彦

ケイヨウジムキ 5040001002136 なし

京葉事務器（株）
〒 260-0002 TEL： 043-227-8668 ●

千葉市中央区旭町１７番１号

代表者： 代表取締役 遠藤　正一

ミツワドウ 7040001014798 なし ●

（株）ミツワ堂
〒 275-0011 TEL： 047-472-6155 ●

習志野市大久保二丁目４番５号

代表者： 代表取締役 鈴木　和弘

トシゾウケイ 7040001005475 なし ●

（株）都市造形
〒 266-0031 TEL： 043-292-6656 ● ●

千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９

代表者： 代表取締役　 神子　恵子

イケダショウジ 6040001075008 なし

池田商事（株）
〒 299-5233 TEL： 0470-73-1238 ●

勝浦市浜勝浦４５６番地

代表者： 代表取締役 小柴　克彦

ミヤカワデンキツウシンコウギョウ 5040001007374 なし ● ●

宮川電気通信工業（株）
〒 260-0018 TEL： 043-225-1311 ●

千葉市中央区院内一丁目２番１号

代表者： 代表取締役 宮川　光生
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スイスツウシンシステム 5040001003497 なし ●

スイス通信システム（株） ● ●

〒 260-0001 TEL： 043-231-8231 ●

千葉市中央区都町１２５４番地６

代表者： 代表取締役 平野　恒次

チバスポーツ 3040001004729 なし

（株）千葉スポーツ
〒 260-0031 TEL： 043-243-1721 ●

千葉市中央区新千葉３丁目４番１４号

代表者： 代表取締役 初芝　賢一

アサヒリカセイサクショ 1040001000325 なし

（株）アサヒ理化製作所
〒 262-0043 TEL： 043-257-9123 ●

千葉市花見川区天戸町９７３番地３

代表者： 代表取締役 岩永　智之

カンダジムキ 8040002002850 なし ●

（有）カンダ事務機
〒 266-0005 TEL： 043-291-2904 ●

千葉市緑区誉田町２丁目２１番地

代表者： 代表取締役 神田　宗武

ナカムラデンセツ 1040001005646 なし

中村電設（株）
〒 262-0033 TEL： 043-271-2966 ●

千葉市花見川区幕張本郷三丁目１８番８号

代表者： 代表取締役 竹内　崇宜

カトウショウテン 5040001069233 なし

（株）加藤商店
〒 277-0052 TEL： 04-7172-1148 ●

柏市増尾台三丁目２番６号

代表者： 代表取締役 加藤　克夫

サンシンツウシン 5040001002722 なし ● ●

三信通信（株）
〒 260-0003 TEL： 043-225-2531 ●

千葉市中央区鶴沢町２２番７号

代表者： 代表取締役 川島　弘之

ロイヤルスポーツコウギョウ 4040001019131 なし ● ●

ロイヤルスポーツ工業（株） ●

〒 274-0067 TEL： 047-464-5231 ●

船橋市大穴南五丁目２番１号

代表者： 代表取締役 植野　幸子

トーエイ 3040001038999 なし

（株）トーエイ
〒 270-0006 TEL： 047-341-7541 ●

松戸市大金平五丁目４１２番地１

代表者： 代表取締役 田嶋　元雄
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シカマタイイクシセツ 3040001026459 なし ● ● ● ●

（株）シカマ体育施設 ●

〒 272-0834 TEL： 047-372-5566 ● ●

市川市国分一丁目１８番１９号

代表者： 代表取締役 色摩　和彦

サンエイ 8010501004788 なし

（株）三英
〒 270-0114 TEL： 04-7153-3141 ● ●

流山市東初石六丁目１８２番地の１（新Ｃ６９街区７）

代表者： 代表取締役 三浦　慎

イズミツウシンコウギョウ 7040001034846 なし ●

和泉通信工業（株）
〒 270-2251 TEL： 047-384-3521 ●

松戸市金ケ作１１３番地の１

代表者： 代表取締役 宮川　忠士

ヤマムラコウムテン 5040001067261 なし ●

（株）山村工務店
〒 277-0922 TEL： 04-7191-3909 ●

柏市大島田１６２番地

代表者： 代表取締役 山村　勝弘

チバビジネス 4040001004876 なし ●

チバビジネス（株）
〒 266-0026 TEL： 043-265-1172 ●

千葉市緑区古市場町５１番地

代表者： 代表取締役 倉持　安宏

コウブンドウキンコジムキ 3040001038025 なし ●

広文堂金庫事務機（株）
〒 270-0141 TEL： 04-7144-2151 ●

流山市松ケ丘一丁目４６２番地の９０

代表者： 代表取締役 町田　重雄

アベカガク 1040001009779 なし

（株）アベ科学
〒 264-0032 TEL： 043-207-7878 ●

千葉市若葉区みつわ台一丁目２９番７号

代表者： 代表取締役 阿部　博
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ケーケーエスショウカイ 5040002003752 なし

（有）ケー・ケー・エス商会
〒 260-0824 TEL： 043-268-0321 ●

千葉市中央区浜野町９３８番地３

代表者： 代表取締役 伊藤　泰弘

シンセイイヤクショウジ 7040001003082 なし

（株）新星医薬商事
〒 260-0001 TEL： 043-231-4522 ●

千葉市中央区都町１２８０番地１

代表者： 代表取締役 森本　一成

イオン 6040001009980 なし ●

（株）ｉ‐ｏｎ
〒 263-0032 TEL： 043-243-9729 ●

千葉市稲毛区稲毛台町１５番８号

代表者： 代表取締役 細井　菜穂子

テクノサイエンス 9040001005069 なし

（株）テクノサイエンス
〒 264-0034 TEL： 043-206-0155 ●

千葉市若葉区原町９２９番地８

代表者： 代表取締役 鈴木　寛

ウエダビジネス 5040001025673 なし

ウエダビジネス（株）
〒 272-0021 TEL： 047-334-5684 ●

市川市八幡二丁目１３番１９号

代表者： 代表取締役 上田　和子

ヤクワ 1040001038472 なし

（株）ヤクワ
〒 270-0107 TEL： 04-7154-3989 ● ●

流山市西深井１８０８

代表者： 代表取締役 八鍬　誠

メディアビジネス 1040001007477 なし

メディアビジネス（株）
〒 263-0012 TEL： 043-253-1691 ●

千葉市稲毛区萩台町６６４番地２９

代表者： 代表取締役 根村　貴博

ヒガシカントウメイコウハンバイ 3040001012599 なし

（株）東関東明光販売
〒 260-0021 TEL： 043-302-2885 ● ●

千葉市中央区新宿二丁目３番５号

代表者： 代表取締役 松本　幸男

マツザキアグリビジネス 3040001007070 なし

（株）マツザキアグリビジネス
〒 264-0023 TEL： 043-231-5651 ●

千葉市若葉区貝塚町２４１番地

代表者： 代表取締役 松崎　征一郎
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システムテクニカ 7040001076376 なし

（株）システムテクニカ
〒 263-0016 TEL： 043-253-6158 ●

千葉市稲毛区天台五丁目２８番３号

代表者： 代表取締役 河野　貢

アルファ 2040002068947 なし ●

（有）アルファ ●

〒 292-0014 TEL： 0438-40-0388 ●

木更津市高柳３１８９番地１

代表者： 取締役 木内　高茂

コウガイケイキサービスチバ 7040001105845 なし

公害計器サービス千葉（株）
〒 290-0042 TEL： 0436-21-4871 ●

市原市出津７番地８

代表者： 代表取締役 佐藤　政敏

ジョウベル 7040002012834 なし ● ●

（有）ジョウベル ● ●

〒 266-0003 TEL： 043-292-3895 ● ● ●

千葉市緑区高田町２２７４番地の５１

代表者： 代表取締役 鈴木　丈夫
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アドテックジャパン 4040001011906 なし ●

（株）アドテックジャパン
〒 267-0057 TEL： 047-383-9417 ● ●

千葉市緑区大木戸町１０４番地１１４

代表者： 代表取締役 田中　義幸

トライアングルステージ 9040001092512 なし

（株）トライアングルステージ
〒 271-0092 TEL： 047-361-3654 ●

松戸市松戸１１３９番地の１

代表者： 代表取締役社長 元木　祐二

ティアイエス 6040001033667 なし ● ●

（株）ＴＩＳ
〒 272-0014 TEL： 047-376-3557 ●

市川市田尻三丁目１番３１‐６０７号

代表者： 代表取締役 富田　勇人

イーエムテック 2040001080275 なし

（株）イーエムテック
〒 270-0023 TEL： 047-345-8635 ●

松戸市八ケ崎二丁目１４番地の１‐７１１

代表者： 代表取締役 佐藤　隆志
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ニホンコウデンコウギョウ 2011101016254 ヒガシカントウシテン

日本光電工業（株） 日本光電工業（株）　東関東支店

〒 161-8560 TEL： 03-5996-8000 〒 260-0843 TEL： 043-208-2010 ●

東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 千葉市中央区末広四丁目２１番２１号 松本　眞治

代表者： 代表取締役 荻野　博一

シマヅシステムソリューションズ 8130001021066 トウキョウシテン

島津システムソリューションズ（株） 島津システムソリューションズ（株）　東京支店 ●

〒 604-8445 TEL： 075-823-2830 〒 101-0054 TEL： 03-3219-5770 ●

京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 東京都千代田区神田錦町１丁目３番地 永岡　義浩

代表者： 代表取締役 西口　統

フィリップスジャパン 1010401025874 ヘルスシステムズジギョウブ

（株）フィリップス・ジャパン （株）フィリップス・ジャパン　ヘルスシステムズ事業部

〒 108-8507 TEL： 0120-556-494 〒 108-8507 TEL： 0120-556-494 ●

東京都港区港南二丁目１３番３７号　フィリップスビル 東京都港区港南二丁目１３番３７号　フィリップスビル 大石　恭裕

代表者： 代表取締役社長 堤　浩幸

マテリクス 2120001008656 チバシテン

マテリクス（株） マテリクス（株）　千葉支店

〒 550-0005 TEL： 06-6538-0233 〒 262-0033 TEL： 043-298-2822 ●

大阪府大阪市西区西本町一丁目１５番６号 千葉市花見川区幕張本郷二丁目４１番地５ 佐渡　孝仁

代表者： 代表取締役 岡本　保

ジーイーヘルスケアジャパン 4013401002304 チバシテン

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）　千葉支店

〒 191-8503 TEL： 042-585-5111 〒 260-0024 TEL： 043-302-1261 ●

東京都日野市旭が丘四丁目７番地の１２７ 千葉市中央区中央港１丁目９番５号　ダイトー千葉ポートセンター２Ｆ 山本　雅史

代表者： 代表取締役 多田　荘一郎

シマヅメディカルシステムズ 6120001124350 トウキョウシシャ

島津メディカルシステムズ（株） 島津メディカルシステムズ（株）　東京支社

〒 532-0003 TEL： 06-7668-2890 〒 170-0001 TEL： 03-5974-5011 ●

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目５番２４号 東京都豊島区西巣鴨一丁目２番５号 佐々城　尚

代表者： 代表取締役 中西　康彦

エムシーサービス 9100001027791 なし

エムシーサービス（株）
〒 387-0013 TEL： 026-273-0720 ●

長野県千曲市大字小島３１７１番地５

代表者： 代表取締役 長川原　龍二

シーメンスヘルスケア 3010701004312 チバエイギョウショ

シーメンスヘルスケア（株） シーメンスヘルスケア（株）　千葉営業所

〒 141-8644 TEL： 03-3493-7303 〒 261-7111 TEL： 043-390-6100 ●

東京都品川区大崎一丁目１１番１号 千葉市美浜区中瀬２丁目６番１号 今田　貴士

代表者： 代表取締役 森　秀顕

アクティブメディカル 2010001074420 チバシテン

（株）アクティブメディカル （株）アクティブメディカル　千葉支店

〒 113-0024 TEL： 03-5842-3015 〒 260-0015 TEL： 043-202-1265 ●

東京都文京区西片一丁目１５番１５号 千葉市中央区富士見２丁目２０番１号　日本生命千葉ビル１Ｆ 十枝　賢治

代表者： 代表取締役 山田　誠
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ニッポンギアコウギョウ 3021001001619 チバジギョウショ ●

日本ギア工業（株） 日本ギア工業（株）　千葉事業所

〒 252-0811 TEL： 0466-45-2100 〒 289-1107 TEL： 043-444-3810 ●

神奈川県藤沢市桐原町７番地 八街市八街は１６番１４１ 島野　秀幸

代表者： 代表取締役社長 寺田　治夫

アイタック 1010001009427 なし

（株）アイタック
〒 101-0041 TEL： 03-3255-3988 ●

東京都千代田区神田須田町一丁目１８番地

代表者： 代表取締役 高島　敏直

アスト 9030001070691 チバエイギョウショ

（株）アスト （株）アスト　千葉営業所

〒 355-0063 TEL： 0493-35-1811 〒 260-0045 TEL： 043-290-1855 ●

埼玉県東松山市元宿二丁目３６番地２０ 千葉市中央区弁天一丁目１２番８号　キャッツビル２Ｆ 元田　俊吾

代表者： 代表取締役社長 波多江　正治

ケアコム 4012401007627 ヒガシカントウシテン ● ●

（株）ケアコム （株）ケアコム　東関東支店

〒 182-0025 TEL： 0424-85-7111 〒 262-0033 TEL： 043-350-3431 ●

東京都調布市多摩川三丁目３５番地４ 千葉市花見川区幕張本郷１丁目３番３３号キャロットビル幕張２Ｆ 勝野　雅実

代表者： 代表取締役社長 池川　充洋

サンキュウデンキ 2011601002605 チバシテン

三球電機（株） 三球電機（株）　千葉支店

〒 176-0021 TEL： 03-3970-3911 〒 264-0024 TEL： 043-232-2545 ●

東京都練馬区貫井五丁目２４番１８号 千葉市若葉区高品町２９４番地３ 勝田　芳樹

代表者： 代表取締役社長 笠原　建二

ニホンデンケイ 9010501010505 チバエイギョウショ

日本電計（株） 日本電計（株）　千葉営業所

〒 110-0005 TEL： 03-3251-5731 〒 262-0033 TEL： 043-213-9821 ●

東京都千代田区外神田三丁目５番１２号　聖公会神田ビル 千葉市花見川区幕張本郷二丁目１１番２７号 村山　泰

代表者： 代表取締役 佐藤　信介

ジーエルサイエンス 6011101008586 チバエイギョウショ

ジーエルサイエンス（株） ジーエルサイエンス（株）　千葉営業所

〒 163-1130 TEL： 03-5323-6611 〒 260-0028 TEL： 043-248-2441 ●

東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 千葉市中央区新町１７番１６号新町芳野ビル３Ｆ 鈴木　健一

代表者： 取締役社長 長見　善博

ヒタチハイテクフィールディング 9011101029712 カナガワシテン

（株）日立ハイテクフィールディング （株）日立ハイテクフィールディング　神奈川支店

〒 160-0004 TEL： 03-5379-2311 〒 222-0033 TEL： 0120-203-813 ●

東京都新宿区四谷四丁目２８番８号 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１４番２号 弦間　滋

代表者： 代表取締役取締役社長 佐野　耕士

ニホンテクニカルサービス 9010901009056 ヒガシカントウシシャ ● ●

日本テクニカル・サービス（株） 日本テクニカル・サービス（株）　東関東支社

〒 154-0001 TEL： 03-3413-8500 〒 262-0033 TEL： 043-273-3600 ●

東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 千葉市花見川区幕張本郷５丁目１３番４０号 吉居　孝伸

代表者： 代表取締役 松本　雅徳
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ライズ 3060001006475 チバエウギョウショ

（株）ライズ （株）ライズ　千葉営業所

〒 329-1104 TEL： 028-671-8122 〒 260-0001 TEL： 043-308-7841 ●

栃木県宇都宮市下岡本町２５０７番地３ 千葉市中央区都町２丁目１３番地１パークアベニュー１０２‐１ 折戸　洋一

代表者： 代表取締役 高橋　正人

ニッシンデンシサービス 8010501020034 チバエイギョウショ ●

日信電子サービス（株） 日信電子サービス（株）　千葉営業所 ●

〒 131-0045 TEL： 03-5637-2460 〒 273-0011 TEL： 047-436-4081 ● ●

東京都墨田区押上一丁目１番２号 船橋市湊町二丁目１番１号 石橋　博

代表者： 代表取締役 折原　茂

トーショー 6010801008227 チバシテン

（株）トーショー （株）トーショー　千葉支店

〒 144-0033 TEL： 03-3745-1333 〒 262-0013 TEL： 043-250-2301 ●

東京都大田区東糀谷三丁目１３番７号 千葉市花見川区犢橋町１５５１番地１ 神林　岳洋

代表者： 代表取締役 大村　司郎

イワサキツウシンキ 9011301000786 チバエイギョウショ ●

岩崎通信機（株） 岩崎通信機（株）　千葉営業所

〒 168-8501 TEL： 03-5370-5111 〒 260-0843 TEL： 043-266-0800 ●

東京都杉並区久我山一丁目７番４１号 千葉市中央区末広４丁目９番４号 小圷　宗郎

代表者： 代表取締役社長 西戸　徹

ニッカミクロン 1030001040116 なし

日科ミクロン（株）
〒 341-0018 TEL： 048-950-2311 ●

埼玉県三郷市早稲田３丁目１６番５号

代表者： 代表取締役 関口　光重

トウキョウデンキサンギョウ 7011001016408 ブンセキエイギョウショ ● ●

東京電機産業（株） 東京電機産業（株）　分析営業所

〒 151-0072 TEL： 03-3481-1111 〒 260-0825 TEL： 043-300-8618 ●

東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 千葉市中央区村田町１２１１ 黒田　博之

代表者： 代表取締役 玉田　功

フジツウゼネラル 6020001066941 ジョウホウツウシンネットワークエイギョウブ

（株）富士通ゼネラル （株）富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部

〒 213-8502 TEL： 044-866-1111 〒 213-8502 TEL： 044-861-7786 ●

神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番１７号 新田　洋司

代表者： 代表取締役 斎藤　悦郎

ミツミネムセン 9010001017216 ヒガシカントウシテン ●

三峰無線（株） 三峰無線（株）　東関東支店 ●

〒 103-0002 TEL： 03-3527-3881 〒 276-0020 TEL： 047-485-1142 ●

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号 八千代市勝田台北一丁目２０番１５号 折原　秀夫

代表者： 代表取締役 関口　泰彦

フジゼロックスシュトケン 6011101062872

富士ゼロックス首都圏（株） 富士ゼロックス首都圏（株）　　

〒 160-0023 TEL： 03-5908-3901 〒 160-0023 TEL： 03-5908-3961 ●

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号　新宿グリーンタワー２４Ｆ 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 桑山　浩一

代表者： 代表取締役社長 冨田　主税
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ニホンオンキョウエンジニアリング 5010601015011 なし

日本音響エンジニアリング（株） ●

〒 130-0021 TEL： 03-3634-5307 ●

東京都墨田区緑一丁目２１番１０号

代表者： 代表取締役 山梨　忠志

コイケサンショウ 9010501006148 チバエイギョウショ ●

コイケ酸商（株） コイケ酸商（株）　千葉営業所

〒 111-0021 TEL： 03-3874-7421 〒 263-0001 TEL： 043-259-1346 ●

東京都台東区日本堤二丁目２０番１５号 千葉市稲毛区長沼原町７１６番５ 河村　嘉博

代表者： 代表取締役社長 知本　充

セイコーイージーアンドジー 1040001012832 なし

セイコー・イージーアンドジー（株）
〒 104-0032 TEL： 03-5542-3101 ●

東京都中央区八丁堀二丁目２６番９号

代表者： 代表取締役 酒谷　憲明

ムトウ 2430001016743 チバシテン

（株）ムトウ （株）ムトウ　千葉支店

〒 001-0011 TEL： 011-746-5111 〒 260-0844 TEL： 043-268-0351 ● ●

北海道札幌市北区北十一条西４丁目１番１５号 千葉市中央区千葉寺町９７２番５ 渡邊　浩伸

代表者： 代表取締役 田尾　延幸

ダイナブック 8010601034867 シュトケンシシャチバサポートセンター ●

Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株）　首都圏支社　千葉サポートセンター

〒 135-8505 TEL： 03-5144-3000 〒 261-0011 TEL： 043-270-0111 ●

東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 千葉市美浜区真砂５丁目２０番地７号（ソードビル） 佐藤　誠

代表者： 代表取締役 覚道　清文

リソウカガクコウギョウ 9010401031452 リソウチバシテン

理想科学工業（株） 理想科学工業（株）　理想千葉支店

〒 108-8385 TEL： 03-5441-6602 〒 260-0024 TEL： 043-203-2411 ●

東京都港区芝五丁目３４番７号　田町センタービル 千葉市中央区中央港１丁目２４番１４号　ＳＥＡＳＣＡＰＥ千葉みなと４階 宮川　覚

代表者： 代表取締役社長 羽山　明

フルノデンキ 5140001070263 チョウシエイギョウショ ●

古野電気（株） 古野電気（株）　銚子営業所

〒 662-8580 TEL： 0798-65-2111 〒 288-0001 TEL： 0479-25-0255 ●

兵庫県西宮市芦原町９番５２号 銚子市川口町２丁目６５２８番地８１ 宇都宮　信治

代表者： 代表取締役社長 古野　幸男

ミライト 2010601040251 チバシテン ● ●

（株）ミライト （株）ミライト　千葉支店 ●

〒 135-8112 TEL： 03-6807-3781 〒 263-0041 TEL： 043-241-2311 ●

東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 千葉市稲毛区黒砂台１丁目１９番８号 金子　弘明

代表者： 代表取締役社長 中山　俊樹

フジタイカキカイ 9010001006763 チバシテン

（株）フジタ医科器械 （株）フジタ医科器械　千葉支店

〒 113-0033 TEL： 03-3815-8810 〒 264-0017 TEL： 043-233-5271 ●

東京都文京区本郷三丁目６番１号 千葉市若葉区加曽利町２６３番地１ 大山　正博

代表者： 代表取締役 前多　宏信
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ミツビシデンキプラントエンジニアリング 5010501020251 ヒガシニホンホンブチバエイギョウショ ●

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 三菱電機プラントエンジニアリング（株）　東日本本部千葉営業所

〒 110-0015 TEL： 03-5827-6480 〒 260-0028 TEL： 043-248-0795 ●

東京都台東区東上野５丁目２４番８号 千葉市中央区新町２４番９号 佐々木　秋彦

代表者： 代表取締役 畑辺　健

シマヅセイサクショ 6130001021068 トウキョウシシャ

（株）島津製作所 （株）島津製作所　東京支社

〒 604-8511 TEL： 075-823-1111 〒 101-8448 TEL： 03-3219-5555 ●

京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 東京都千代田区神田錦町一丁目３番地 三浦　泰夫

代表者： 代表取締役 上田　輝久

コニカミノルタジャパン 9013401005070 ヘルスケアカンパニーチバエイギョウショ ●

コニカミノルタジャパン（株） コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー　千葉営業所

〒 105-0023 TEL： 03-6324-1070 〒 270-0114 TEL： 0570-000-769 ●

東京都港区芝浦一丁目１番１号 流山市東初石６丁目１８６番地２４ 芳賀　智行

代表者： 代表取締役社長 原口　淳

トウアディーケーケー 9011101013864 チバエイギョウショ

東亜ディーケーケー（株） 東亜ディーケーケー（株）　千葉営業所

〒 169-8648 TEL： 03-3202-0222 〒 290-0038 TEL： 0436-23-7531 ●

東京都新宿区高田馬場一丁目２９番１０号 市原市五井西二丁目２番１１号 石渡　光治

代表者： 代表取締役 高橋　俊夫

ニッツウショウジ 1010001025515 チバエイギョウセンター

日通商事（株） 日通商事（株）　千葉営業センター

〒 105-8338 TEL： 03-6734-8785 〒 260-0834 TEL： 043-265-5651 ● ●

東京都港区海岸一丁目１４番２２号 千葉市中央区今井１丁目１４番２２号 阿部　直人

代表者： 代表取締役社長 新居　康昭

ナカニシセイサクショ 3120001018349 ヒガシカントウシテン

（株）中西製作所 （株）中西製作所　東関東支店 ●

〒 544-0015 TEL： 06-6791-1111 〒 260-0032 TEL： 043-203-0771 ●

大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 千葉市中央区登戸三丁目１９番９号　昭栄ビル３　３０１号 昌崎　光雄

代表者： 代表取締役 中西　一真

ニッコウツウシン 9010901015459 チバシシャ ● ●

日興通信（株） 日興通信（株）　千葉支社 ●

〒 156-0054 TEL： 03-5451-1717 〒 261-7129 TEL： 043-297-5577 ●

東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト 木内　伸和

代表者： 代表取締役 鈴木　範夫

ジェイブイシーケンウッドコウキョウサンギョウシステム 3020001113291 チバエイギョウショ ●

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム （株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム　千葉営業所

〒 221-0022 TEL： 045-443-3270 〒 260-0013 TEL： 043-202-0190 ●

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 千葉市中央区中央３‐９‐１６大樹生命千葉中央ビル 長谷川　裕一

代表者： 代表取締役 恩田　茂

キヤノンシステムアンドサポート 5010701002751 チバエイギョウブ ●

キヤノンシステムアンドサポート（株） キヤノンシステムアンドサポート（株）　千葉営業部

〒 140-8650 TEL： 03-5479-7878 〒 261-0023 TEL： 043-211-9350 ●

東京都品川区東品川二丁目２番４号 千葉市美浜区中瀬一丁目７番２ 竹中　英史

代表者： 代表取締役 平賀　剛
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ミナモトツウシン 2020001030034 チバエイギョウショ

ミナモト通信（株） ミナモト通信（株）　千葉営業所 ●

〒 244-0803 TEL： 045-824-2150 〒 260-0822 TEL： 043-310-7902 ●

神奈川県横浜市戸塚区平戸町５５９番地６ 千葉市中央区蘇我三丁目３２番２５号 佐々木　靖郎

代表者： 代表取締役 高塚　逸夫

カンダツウシンキ 6010001013597 チバシテン ●

神田通信機（株） 神田通信機（株）　千葉支店

〒 101-0043 TEL： 03-3252-7731 〒 260-0032 TEL： 043-241-7851 ●

東京都千代田区神田富山町２４番地 千葉市中央区登戸３丁目３番３０号 廣瀬　孝

代表者： 取締役社長 神部　雅人

コトブキ 4010001016602 チバエイギョウショ

（株）コトブキ （株）コトブキ　千葉営業所 ●

〒 105-0013 TEL： 03-5733-6691 〒 260-0027 TEL： 043-204-3211 ●

東京都港区浜松町一丁目１４番５号 千葉市中央区新田町５番１０号　わかちく千葉ビル６Ｆ 久保　幸広

代表者： 代表取締役 深澤　光幸

オリンパスメディカルサイエンスハンバイ 2011101037845 チバエイギョウショ

オリンパスメディカルサイエンス販売（株） オリンパスメディカルサイエンス販売（株）　千葉営業所

〒 163-1412 TEL： 03-3379-6000 〒 261-7132 TEL： 043-299-0181 ●

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ワールドビジネスガーデン　マリブウエスト３２階 大野　尚

代表者： 代表取締役 森山　啓二

エヌイーシーネッツエスアイ 6010001135680 チバエイギョウショ ●

ＮＥＣネッツエスアイ（株） ＮＥＣネッツエスアイ（株）　千葉営業所 ●

〒 112-8560 TEL： 03-6699-7000 〒 261-7129 TEL： 043-297-8700 ● ●

東京都文京区後楽二丁目６番１号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 村上　新二

代表者： 代表取締役 牛島　祐之

フジツウリース 2010001128507 チバシテン

富士通リース（株） 富士通リース（株）　千葉支店

〒 101-0022 TEL： 03-5843-6313 〒 260-0028 TEL： 043-245-0531 ●

東京都千代田区神田練塀町３番地 千葉市中央区新町３番地１３ 齋藤　雄太

代表者： 代表取締役 小西　秀智

ソルブ 1020001027295 なし

ソルブ（株）
〒 231-0836 TEL： 045-476-3381 ●

神奈川県横浜市中区根岸町三丁目２１６番地

代表者： 代表取締役 井上　恵

フジフイルムメディカル 1010401069517 トウキョウチクエイギョウホンブ

富士フイルムメディカル（株） 富士フイルムメディカル（株）　東京地区営業本部

〒 106-0031 TEL： 03-6419-8000 〒 106-0031 TEL： 03-6419-8000 ●

東京都港区西麻布二丁目２６番３０号 東京都港区西麻布二丁目２６番３０号 望月　雄二

代表者： 代表取締役 新延　晶雄

ミツワフロンテック 9120001071004 チバエイギョウショ ●

（株）三ツワフロンテック （株）三ツワフロンテック　千葉営業所

〒 530-0041 TEL： 06-6351-9631 〒 260-0834 TEL： 043-209-1571 ●

大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２４号 千葉市中央区今井一丁目１９番１２号 佐藤　宗大

代表者： 代表取締役 辻本　敏朗
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シマヅサイエンスヒガシニホン 7010501032617 チバシテン

島津サイエンス東日本（株） 島津サイエンス東日本（株）　千葉支店

〒 111-0053 TEL： 03-6858-4730 〒 260-0854 TEL： 043-382-3300 ● ●

東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 千葉市中央区長洲一丁目２４番１０号 吉尾　太一

代表者： 代表取締役 平田　紀行

キヤノンメディカルシステムズ 8060001013525 チバシテン ●

キヤノンメディカルシステムズ（株） キヤノンメディカルシステムズ（株）　千葉支店

〒 324-8550 TEL： 0287-26-6211 〒 261-7124 TEL： 043-274-3151 ●

栃木県大田原市下石上１３８５番地 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 開光　聡

代表者： 代表取締役社長 瀧口　登志夫

ヒタチシステムズネットワークス 5010801017419 チバシテン

（株）日立システムズネットワークス （株）日立システムズネットワークス　千葉支店

〒 141-0032 TEL： 03-5740-2311 〒 260-0027 TEL： 043-375-5290 ●

東京都品川区大崎一丁目２番２号 千葉市中央区新田町１番１号 太田　文毅

代表者： 代表取締役取締役社長 新村　篤

キヤノンマーケティングジャパン 5010401008297 チバエイギョウショ

キヤノンマーケティングジャパン（株） キヤノンマーケティングジャパン（株）　千葉営業所

〒 108-8011 TEL： 03-6719-9111 〒 261-8544 TEL： 043-211-9800 ●

東京都港区港南二丁目１６番６号 千葉市美浜区中瀬一丁目７番２号 倉持　太郎

代表者： 代表取締役社長 坂田　正弘

オキクロステック 6010701001991 なし

ＯＫＩクロステック（株）
〒 140-8688 TEL： 03-6381-2434 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１１号

代表者： 代表取締役社長 竹内　敏尚

トウシバジドウキキシステムサービス 4020001076934 ダイイチジギヨウブ ●

東芝自動機器システムサービス（株） 東芝自動機器システムサービス（株）　第一事業部

〒 210-8541 TEL： 044-210-3911 〒 210-8541 TEL： 044-230-2011 ● ●

神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目２番４号 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目２番４号 生野　忠

代表者： 代表取締役 関根　貞夫

ヤガミセイサクショ 6180001041516 カシワエイギョウショ

（株）八神製作所 （株）八神製作所　柏営業所

〒 460-8318 TEL： 052-251-6671 〒 277-0873 TEL： 04-7137-2661 ●

愛知県名古屋市中区千代田二丁目１６番３０号 柏市中十余二４０１番地４ 田辺　洋祐

代表者： 代表取締役 荒木　篤志

ニチエイトウカイ 6011201003719 なし

（株）日栄東海
〒 177-0045 TEL： 03-6913-1011 ●

東京都練馬区石神井台二丁目３５番２５号

代表者： 代表取締役社長 坂牧　昇

カンキョウケイソク 3130001014157 トウキョウジギョウショ ●

環境計測（株） 環境計測（株）　東京事業所 ● ● ●

〒 612-8419 TEL： 075-643-0341 〒 115-0042 TEL： 03-5939-4401 ●

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 東京都北区志茂四丁目１番地８ 品川　武志

代表者： 代表取締役 石川　理積
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コウヨウ 4013301003815 ヒガシカントウシテン

（株）光洋 （株）光洋　東関東支店

〒 174-0043 TEL： 03-5914-3933 〒 260-0015 TEL： 043-301-5771 ●

東京都板橋区坂下一丁目２３番６号 千葉市中央区港町１３‐６ 加藤　貴志

代表者： 代表取締役 里中　祐介

ニホンキュウショクセツビ 9010901008990 チバエイギョウショ

日本給食設備（株） 日本給食設備（株）　千葉営業所

〒 157-0066 TEL： 03-3482-2211 〒 260-0034 TEL： 043-203-6656 ● ●

東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 千葉市中央区汐見丘町２０番９号 武内　宏治

代表者： 代表取締役 鈴木　雅治

オーヤラックス 1010001013305 チバエイギョウショ

（株）オーヤラックス （株）オーヤラックス　千葉営業所

〒 102-0083 TEL： 03-3263-6201 〒 260-0807 TEL： 043-266-6151 ●

東京都千代田区麹町一丁目６番地２ 千葉市中央区松ケ丘町１９番地３ 星野　竜也

代表者： 代表取締役 松村　かおり

トウアケンセツコウギョウ 3011101055078 チバシテン ●

東亜建設工業（株） 東亜建設工業（株）　千葉支店 ● ● ●

〒 163-1031 TEL： 03-6757-3840 〒 260-0024 TEL： 043-242-2621 ●

東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 千葉市中央区中央港一丁目１２番３号 中野　夏樹

代表者： 代表取締役社長 秋山　優樹

ジェイエフイーアドバンテック 9140001068394 トウキョウシシャ ●

ＪＦＥアドバンテック（株） ＪＦＥアドバンテック（株）　東京支社

〒 663-8202 TEL： 0798-66-1501 〒 111-0051 TEL： 03-5825-5577 ●

兵庫県西宮市高畑町３番４８号 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号　ＪＦＥ蔵前ビル 相馬　栄一

代表者： 代表取締役 吉居　卓也

アライドテレシス 5010701015555 なし ●

アライドテレシス（株）
〒 141-0031 TEL： 03-5437-6000 ●

東京都品川区西五反田７丁目２１番１１号　第２ＴＯＣビル

代表者： 代表取締役 長尾　利彦

シンニホンチュウキ 5010801005431 チバエイギョウショ ●

新日本厨機（株） 新日本厨機（株）　千葉営業所

〒 144-0053 TEL： 03-3734-8171 〒 263-0023 TEL： 043-243-1873 ●

東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 千葉市稲毛区緑町１丁目２６番８号 堀　智也

代表者： 代表取締役 清　重雄

セイシンエンジニアリング 7010601022014 チバエイギョウショ ●

誠心エンジニアリング（株） 誠心エンジニアリング（株）　千葉営業所 ● ● ●

〒 143-0006 TEL： 03-6757-3366 〒 274-0824 TEL： 047-409-9885 ●

東京都大田区平和島六丁目１番１号東京流通センターセンタービル９階 船橋市前原東二丁目１４番２号Ｃ 小畑　成宏

代表者： 代表取締役 中川　政峰

マツタニカクゾウショウテン 6030001007812 チバエイギョウショ

（株）松谷角藏商店 （株）松谷角藏商店　千葉営業所

〒 330-0061 TEL： 048-831-2672 〒 260-0834 TEL： 043-265-3361 ●

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目３番１５号 千葉市中央区今井１丁目２番１３号 三田　浩二

代表者： 代表取締役 松谷　厚雄
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コウツウシステムデンキ 3011101026129 チバエイギョウショ ●

交通システム電機（株） 交通システム電機（株）　千葉営業所 ●

〒 169-0075 TEL： 03-5337-8802 〒 260-0825 TEL： 043-309-9055 ● ●

東京都新宿区高田馬場三丁目１３番２号 千葉市中央区村田町８９３番地９３７ 川村　暁弘

代表者： 代表取締役 若林　勝司

デュプロ 6013301013580 チバエイギョウショ ●

デュプロ（株） デュプロ（株）　千葉支店

〒 101-0035 TEL： 03-5952-6111 〒 262-0033 TEL： 043-350-3865 ●

東京都千代田区神田紺屋町７番地 千葉市花見川区幕張本郷二丁目４番１号タカソービル１階 関　清和

代表者： 代表取締役 塚崎　昌則

イケダリカ 3010001010696 チバシテン

（株）池田理化 （株）池田理化　千葉支店

〒 101-0044 TEL： 03-5256-1811 〒 260-0044 TEL： 043-290-4055 ●

東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 千葉市中央区松波二丁目１０番３号 宇佐美　吾郎

代表者： 代表取締役 高橋　秀雄

ウインインターナショナル 2010501010131 ダイナナエイギョウブ ●

（株）ウイン・インターナショナル （株）ウイン・インターナショナル　第七営業部

〒 104-0031 TEL： 03-3548-0788 〒 260-0027 TEL： 043-380-2201 ●

東京都中央区京橋二丁目２番１号　京橋エドグラン２１階 千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル５Ｆ 山崎　勝

代表者： 代表取締役社長 秋沢　英海

トウシバテック 8010701016022 トウキョウシシャ

東芝テック（株） 東芝テック（株）　東京支社

〒 141-0032 TEL： 03-6830-9254 〒 141-0032 TEL： 03-6830-9254 ●

東京都品川区大崎一丁目１１番１号 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 河野　英治

代表者： 代表取締役 池田　隆之

タケダリカコウギョウ 9011001013618 チバシテン

竹田理化工業（株） 竹田理化工業（株）　千葉支店 ● ●

〒 150-0021 TEL： 03-5489-8511 〒 260-0027 TEL： 043-441-4881 ●

東京都渋谷区恵比寿西二丁目７番５号 千葉市中央区新田町３９番１０号サンパークビル１０２ 江川　正一

代表者： 代表取締役社長 竹田　拓人

ベルズ　 2010801010756 なし

（株）ベルズ　
〒 143-0024 TEL： 03-3755-6131 ●

東京都大田区中央八丁目２０番１３号

代表者： 代表取締役 鈴木　潤平

アイエムアイ 1030001063447 なし

アイ・エム・アイ（株）
〒 343-0824 TEL： 048-988-4411 ●

埼玉県越谷市流通団地３丁目３番１２号

代表者： 代表取締役 横山　秀樹

リカケン 8180001124830 チバエイギョウショ

理科研（株） 理科研（株）　千葉営業所

〒 460-0007 TEL： 052-241-5351 〒 260-0842 TEL： 043-305-1751 ●

愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１号 千葉市中央区南町三丁目２番１号　青木ビル１階 川村　淳

代表者： 代表取締役 西川　裕二
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トウキョウガス 6010401020516 トシエネルギージギョウブ

東京瓦斯（株） 東京瓦斯（株）　都市エネルギー事業部

〒 105-8527 TEL： 03-5400-7787 〒 105-8527 TEL： 043-246-7704 ●

東京都港区海岸一丁目５番２０号 東京都港区海岸一丁目５番２０号 小西　康弘

代表者： 代表取締役社長 内田　高史

キョウセラドキュメントソリューションズジャパン 8010901029220 コウキョウエイギョウカ ●

京セラドキュメントソリューションズジャパン（株） 京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）　公共営業課

〒 158-8610 TEL： 03-4232-2100 〒 158-8610 TEL： 03-4232-2104 ●

東京都世田谷区玉川台二丁目１４番９号 東京都世田谷区玉川台二丁目１４番９号 金森　吉継

代表者： 代表取締役社長 薄田　敏行

アボットジャパン 6010401016712 なし

アボットジャパン（株）
〒 106-8535 TEL： 03-4555-1134 ●

東京都港区三田三丁目５番２７号

代表者： 代表取締役会長兼社長 坂本　春喜

ニチデンコム 4010101000836 チバエイギョウショ ●

日電コム（株） 日電コム（株）　千葉営業所 ●

〒 192-0051 TEL： 042-621-2171 〒 260-0032 TEL： 043-246-3929 ● ●

東京都八王子市元本郷町三丁目９番１４号 千葉市中央区登戸一丁目２４番１１号 佐藤　康夫

代表者： 代表取締役 大和田　隆之

フジゼロックス 3010401026805 チバエイギョウショ ●

富士ゼロックス（株） 富士ゼロックス（株）　千葉営業所

〒 107-0052 TEL： 03-6271-5111 〒 261-7111 TEL： 043-213-2208 ● ●

東京都港区赤坂９丁目７番３号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 住田　憲昭

代表者： 代表取締役 玉井　光一

デンツウコウギョウ 7010401018749 なし

電通工業（株）
〒 140-0011 TEL： 03-5479-3741 ●

東京都品川区東大井五丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 有若　信雄

パラテクノ 8010001139291 なし

パラテクノ（株）
〒 113-8415 TEL： 03-3813-5522 ● ●

東京都文京区本郷五丁目２８番３号

代表者： 代表取締役 久保　美隆

マイクロシステム 9010001057591 チバエイギョウショ

マイクロシステム（株） マイクロシステム（株）　千葉営業所

〒 103-0012 TEL： 03-3669-8991 〒 262-0033 TEL： 043-351-0817 ●

東京都中央区日本橋堀留町一丁目９番１１号 千葉市花見川区幕張本郷二丁目４番１号 瀬田　和男

代表者： 代表取締役 國府田　治彦

ヒタチヘルスケアシステムズ 6010701001975 チバエイギョウショ

日立ヘルスケアシステムズ（株） 日立ヘルスケアシステムズ（株）　千葉営業所

〒 141-0031 TEL： 03-3490-0751 〒 260-0027 TEL： 050-3188-2230 ●

東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル７階 伊藤　健司

代表者： 代表取締役 伊藤　義文
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千葉営業所所
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ノムラテクノ 5010601023121 なし ● ●

ノムラテクノ（株） ●

〒 135-0091 TEL： 03-6426-0198 ●

東京都港区台場二丁目３番１号

代表者： 代表取締役 高橋　元彦

ニシムラセイサクショ 2130001011394 なし

（株）西村製作所
〒 601-8115 TEL： 075-691-9589 ●

京都府京都市南区上鳥羽尻切町１０番地の３

代表者： 代表取締役 西村　光史

アネオス 5013201006743 なし

ＡＮＥＯＳ（株）
〒 152-0001 TEL： 03-5768-8251 ●

東京都目黒区中央町一丁目５番１２号

代表者： 代表取締役 野澤　裕

コンゴウ 5330001001802 トウキョウシテン ●

金剛（株） 金剛（株）　東京支店

〒 860-8508 TEL： 096-355-1111 〒 108-0074 TEL： 03-5488-5566 ● ●

熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 東京都港区高輪２丁目１８番６号ＭＥＩＨＯ高輪ビル５Ｆ 松山　伸廣

代表者： 代表取締役 田中　稔彦

オリエンタルキデン 5120001076717 なし

オリエンタル機電（株）
〒 542-0081 TEL： 06-6251-3415 ●

大阪府大阪市中央区南船場四丁目６番１０号

代表者： 代表取締役 大石　強

ヨコハマピーピーエム 9020001030036 なし

横浜ピーピーエム（株）
〒 244-0003 TEL： 045-881-5505 ●

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１００６番地５

代表者： 代表取締役 服部　堅司

グリーンブルー 8020001041835 なし ● ●

グリーンブルー（株） ● ●

〒 221-0822 TEL： 045-322-1011 ●

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１４番１２号

代表者： 代表取締役 杉本　健司

サンショウドウ 6130001010748 なし

（株）三笑堂
〒 601-8533 TEL： 075-681-5131 ● ●

京都府京都市南区上鳥羽大物町６８番地

代表者： 代表取締役 上田　勝康

イワサキ　 7430001001757 トウキョウシテン ●

（株）岩崎　 （株）岩崎　　東京支店

〒 060-0034 TEL： 011-252-2000 〒 105-0003 TEL： 03-6206-1287 ●

北海道札幌市中央区北四条東二丁目１番地 東京都港区西新橋一丁目６番１３号 中村　利明

代表者： 代表取締役 古口　聡

支店長
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カマチョウセイコウ 6470001000095 トウキョウシテン ●

鎌長製衡（株） 鎌長製衡（株）　東京支店

〒 761-0196 TEL： 087-845-1111 〒 103-0027 TEL： 03-3243-2080 ●

香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 東京都中央区日本橋１丁目１４番７号明治安田生命江戸橋ビル 濱田　真二

代表者： 代表取締役 鎌田　長明

ニホンメディカル 3470001003209 なし

日本メディカル（株）
〒 761-8054 TEL： 087-865-4111 ●

香川県高松市東ハゼ町８‐８

代表者： 代表取締役 藤井　篤人

トウキョウソクシン 2011501007712 なし

（株）東京測振
〒 123-0873 TEL： 03-3855-5911 ●

東京都足立区扇三丁目１４番３４号

代表者： 代表取締役 小林　明夫

ジューキ 8013401006169 なし

ＪＵＫＩ（株）
〒 206-8551 TEL： 042-357-2324 ●

東京都多摩市鶴牧二丁目１１番地１

代表者： 代表取締役社長 清原　晃

ジャメックス 9013301005955 なし

（株）ジャメックス
〒 170-0002 TEL： 03-5978-4351 ●

東京都豊島区巣鴨一丁目４６番１号

代表者： 代表取締役 堤　達朗

トウアディーケーケーサービス 4012801008919 なし

東亜ＤＫＫサービス（株）
〒 207-0022 TEL： 042-563-5643 ●

東京都東大和市桜が丘二丁目２１４番

代表者： 代表取締役 東海林　正男

カナデンエンジニアリング 8010401007131 なし ●

（株）カナデンエンジニアリング
〒 104-6216 TEL： 03-6747-8890 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１２号

代表者： 代表取締役 梅崎　昭光

オムロンソーシアルソリューションズ 7010401090640 トウキョウジギョウショ

オムロンソーシアルソリューションズ（株） オムロンソーシアルソリューションズ（株）　東京事業所 ●

〒 108-0075 TEL： 03-6718-3706 〒 108-0075 TEL： 03-6718-3704 ●

東京都港区港南二丁目３番１３号 東京都港区港南２丁目３番１３号 國米　清治

代表者： 代表取締役社長 細井　俊夫

ナゴヤデンキコウギョウ 7180001020428 トウキョウシシャ

名古屋電機工業（株） 名古屋電機工業（株）　東京支社

〒 490-1294 TEL： 052-443-1111 〒 104-0033 TEL： 03-3553-8811 ● ●

愛知県あま市篠田面徳２９番地１ 東京都中央区新川二丁目３番１号　セントラルスクエア７階 遠藤　鋭朗

代表者： 代表取締役 服部　高明
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オガサワラケイキセイサクショ 5013201003914 なし

（株）小笠原計器製作所
〒 152-8507 TEL： 03-3711-6415 ●

東京都目黒区中央町一丁目５番１２号

代表者： 代表取締役 野澤　侑司

デック 8020001027710 なし

（株）デック
〒 231-0012 TEL： 045-671-1661 ●

神奈川県横浜市中区相生町六丁目１０２番地

代表者： 代表取締役 川口　真二

コウカンキョウエンジニアリング 1011001028210 なし

（株）高環境エンジニアリング
〒 151-0051 TEL： 03-5413-6222 ●

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目３０番３号

代表者： 代表取締役 近藤　敏仁

エヌケーエス 2120001054089 トウキョウエイギョウショ

（株）エヌケーエス （株）エヌケーエス　東京営業所 ●

〒 532-0033 TEL： 06-6396-7414 〒 144-0034 TEL： 03-5735-7500 ●

大阪府大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 東京都大田区西糀谷一丁目２５番５号 保坂　洋一

代表者： 代表取締役 半田　勝彦

ジェイシーティ 4240001004402 カントウシテン

（株）ジェイ・シー・ティ （株）ジェイ・シー・ティ　関東支店

〒 731-0138 TEL： 082-850-3210 〒 224-0001 TEL： 045-910-0867 ●

広島県広島市安佐南区祇園一丁目２８番７号 神奈川県横浜市都筑区中川一丁目２９番地１　イイダビル４階 竹本　一之

代表者： 代表取締役 林　俊平

コトブキシーティング 8010001133781 なし

コトブキシーティング（株）
〒 101-0062 TEL： 03-5280-5600 ●

東京都千代田区神田駿河台一丁目二番一号

代表者： 代表取締役 深澤　重幸

タクワ 7010001022589 トウキョウシテン

（株）拓和 （株）拓和　東京支店

〒 101-0047 TEL： 03-3291-5870 〒 120-0043 TEL： 03-3870-5301 ●

東京都千代田区内神田一丁目４番１５号 東京都足立区千住宮元町１３番１３号 阿部　正宏

代表者： 代表取締役 奥田　満紀子

ライフネット 2013101004230 なし ●

（株）ライフネット
〒 198-0043 TEL： 0428-22-5921 ●

東京都青梅市千ヶ瀬町４丁目２９９番地１

代表者： 代表取締役 青木　一

トウケンエンジニアリング 7030001034384 なし ●

（株）東建エンジニアリング
〒 330-0841 TEL： 048-657-3511 ●

埼玉県さいたま市大宮区東町一丁目３６番１号

代表者： 代表取締役 斎藤　秀晴

営業所長
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支店長
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ケアストリームヘルス 9010001106464 なし

ケアストリームヘルス（株）
〒 135-0041 TEL： 03-5646-2500 ●

東京都江東区冬木１１番１７号

代表者： 代表取締役社長 中屋　孝行

オガワセイキ 4011101004067 なし

オガワ精機（株）
〒 169-0072 TEL： 03-3200-0234 ●

東京都新宿区大久保二丁目２番９号　

代表者： 代表取締役 赤澤　達夫

サンシンロカコウギョウ 4180001030314 トウキョウエイギョウショ ●

（株）三進ろ過工業 （株）三進ろ過工業　東京営業所

〒 453-0013 TEL： 052-452-3301 〒 170-0002 TEL： 03-3945-6541 ●

愛知県名古屋市中村区亀島二丁目２２番２号 東京都豊島区巣鴨一丁目９番１１号 渡邊　直宏

代表者： 代表取締役 柳下　幸一

ビオシス 8013201017804 なし ●

（株）ビオシス ●

〒 153-0051 TEL： 082-843-7050 ●

東京都目黒区上目黒五丁目２６番２３号

代表者： 代表取締役 麥生田　榮

タナカコウキコウギョウショ 9110001014401 トウキョウシテン

（株）田中衡機工業所 （株）田中衡機工業所　東京支店

〒 959-1145 TEL： 0256-45-1251 〒 101-0061 TEL： 03-3263-4531 ●

新潟県三条市福島新田丙２３１８番地１ 東京都千代田区三崎町２丁目６番７号 相田　貞樹

代表者： 代表取締役 田中　康之

ネオポストジャパン 1011401000215 なし

ネオポストジャパン（株）
〒 101-0052 TEL： 03-3518-9036 ●

東京都千代田区神田小川町三丁目７番地１

代表者： 代表取締役 岡　俊彦

タナカデンキ 2010001022478 なし ●

田中電気（株）
〒 101-0021 TEL： 03-3253-2811 ●

東京都千代田区外神田１丁目１５番１３号

代表者： 代表取締役 田中　良一

ブレイヴコンピュータ 3010501032190 なし ●

ブレイヴコンピュータ（株）
〒 101-0031 TEL： 03-5822-5635 ●

東京都千代田区東神田二丁目１０番１５号

代表者： 代表取締役 神山　悟

ナガノニホンムセン 8100001002473 シンエツシテン ● ●

長野日本無線（株） 長野日本無線（株）　信越支店

〒 381-2288 TEL： 026-285-1167 〒 381-2288 TEL： 026-285-1167 ●

長野県長野市稲里町１１６３番地 長野県長野市稲里町１１６３番地 村上　利夫

代表者： 代表取締役 藤澤　敏彦
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トウシンシステム 4011701009333 なし

東神システム（株）
〒 134-0015 TEL： 03-5663-5963 ● ●

東京都江戸川区西瑞江四丁目１４番８号ＴＳＭビル

代表者： 代表取締役 田中　泰三

トウキョウケイキ 3010801008436 ●

東京計器（株） 東京計器（株）　　

〒 144-8551 TEL： 03-3732-2111 〒 144-8551 TEL： 03-3737-8621 ●

東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 楠　澄人

代表者： 取締役社長 安藤　毅

ミツビシジュウコウマシナリーテクノロジー 5240001001530 なし

三菱重工マシナリーテクノロジー（株）
〒 733-8553 TEL： 082-291-2339 ●

広島県広島市西区観音新町四丁目６番２２号

代表者： 代表取締役 小笠原　弘明

ヒガシニホンメディカル 4050001016078 なし

（株）東日本メディカル
〒 305-0051 TEL： 029-856-6060 ●

茨城県つくば市二の宮二丁目１２番地１４

代表者： 代表取締役 大金　一広

サンオート 1013301004139 なし

（株）サンオート
〒 171-0014 TEL： 03-3986-3808 ●

東京都豊島区池袋２丁目１６番２号

代表者： 代表取締役 山本　暁彦

ウェルシィ 6010001070878 なし ●

（株）ウェルシィ ●

〒 141-0032 TEL： 03-6748-7483 ●

東京都品川区大崎一丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 柳川　秀人

ニホンデンシ 9012801002438 トウキョウシテン

日本電子（株） 日本電子（株）　東京支店

〒 196-8558 TEL： 042-543-1111 〒 100-0004 TEL： 03-6262-3580 ●

東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 東京都千代田区大手町二丁目１番１号大手町野村ビル１３階 村山　洋

代表者： 代表取締役 大井　泉

トウワエンジニアリング 8010501022641 なし ● ●

（株）東和エンジニアリング
〒 101-8631 TEL： 03-5833-8300 ●

東京都千代田区東神田一丁目７番８号

代表者： 代表取締役 新倉　恵里子

ニホンデータカード 9010701025303 なし

日本データカード（株）
〒 141-0032 TEL： 03-3494-6131 ●

東京都品川区大崎一丁目６番３号

代表者： 代表取締役 廣澤　公朗

041

042

043
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計測機器システムカン
パニー　カンパニー長039
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ネットワンシステムズ 7010701007922 なし ●

ネットワンシステムズ（株）
〒 100-7024 TEL： 03-6433-1724 ●

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号　ＪＰタワー

代表者： 代表取締役 荒井　透

セイワデンキ 1130001038463 トウキョウシシャ

星和電機（株） 星和電機（株）　東京支社

〒 610-0121 TEL： 0774-55-8181 〒 111-0052 TEL： 03-5388-8945 ●

京都府城陽市寺田新池３６番地 東京都台東区柳橋２丁目１９番６号 渡辺　深

代表者： 代表取締役 増山　晃章

ゴトウコウガクケンキュウショ 4012401021009 なし ●

（株）五藤光学研究所
〒 183-8530 TEL： 042-362-5311 ●

東京都府中市矢崎町四丁目１６番地

代表者： 取締役社長 五藤　信隆

ケイソクサービス 4011501001374 チバエイギョウショ

計測サービス（株） 計測サービス（株）　千葉営業所 ●

〒 114-0023 TEL： 03-3576-1581 〒 270-0176 TEL： 047-158-0012 ●

東京都北区滝野川六丁目７６番９号 流山市加四丁目１番地の３０ 矢崎　哲也

代表者： 代表取締役 今吉　雅之

エイバンショウジ 1013301002010 なし

エイバン商事（株）
〒 170-0003 TEL： 03-5940-7066 ●

東京都豊島区駒込一丁目１４番９号

代表者： 代表取締役 武内　淳一

キョウサンセイサクショ 6020001017093 トウキョウジムショ

（株）京三製作所 （株）京三製作所　東京事務所 ●

〒 230-0031 TEL： 045-503-8100 〒 100-0005 TEL： 045-503-6240 ●

神奈川県横浜市鶴見区平安町二丁目２９番地の１ 東京都千代田区丸の内三丁目４番２号 木村　聡

代表者： 代表取締役 戸子台　努

ニッポンカイヨウ 3010001033004 なし

日本海洋（株）
〒 120-0003 TEL： 03-5613-8901 ●

東京都足立区東和五丁目１３番４号

代表者： 代表取締役 鈴木　敏夫

ジャパンアクアテック 4310001006457 なし ●

（株）ジャパンアクアテック ●

〒 857-0401 TEL： 0956-68-3267 ● ●

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９番地４１

代表者： 代表取締役 松尾　重巳

オキデンキコウギョウ 7010401006126 シュトケンシシャ ●

沖電気工業（株） 沖電気工業（株）　首都圏支社

〒 105-8460 TEL： 03-3501-3111 〒 108-8551 TEL： 03-5445-6092 ●

東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 東京都港区芝浦四丁目１０番１６号 鈴木　宣也

代表者： 代表取締役 鎌上　信也
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ユナイトメディカル 3010401109857 なし

ユナイトメディカル（株）
〒 102-0073 TEL： 03-6268-9196 ●

東京都千代田区九段北四丁目３番８号

代表者： 代表取締役 丸山　祐二

ニッポンセンパクヤクヒン 7020001028081 トウキョウシテン

日本船舶薬品（株） 日本船舶薬品（株）　東京支店

〒 231-0813 TEL： 045-622-1313 〒 135-0033 TEL： 03-5621-4131 ●

神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 東京都江東区深川１丁目１番５号和倉ビル２階 宮本　靖久

代表者： 代表取締役 前　照夫

マツムラエンジニアリング 5010501020771 なし

（株）松村エンジニアリング
〒 111-0052 TEL： 03-6858-6611 ●

東京都台東区柳橋二丁目１８番４号

代表者： 代表取締役 松村　レミ

ヨコガワデンシキキ 1021001022880 なし

横河電子機器（株）
〒 151-0051 TEL： 03-3225-5364 ●

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号

代表者： 代表取締役社長 大竹　眞

ニシノイカキカイ 6011701006147 なし

（株）西野医科器械
〒 113-0034 TEL： 03-3816-1227 ●

東京都文京区湯島二丁目６番６号

代表者： 代表取締役 西野　景三

キョウワデンギョウ 6012401007567 インフラエイギョウブ

（株）共和電業 （株）共和電業　インフラ営業部

〒 182-8520 TEL： 042-488-1111 〒 182-8520 TEL： 042-485-6623 ●

東京都調布市調布ケ丘三丁目５番地１ 東京都調布市調布ケ丘三丁目５番地１ 粳田　巌

代表者： 代表取締役 田中　義一

カナデン 7010401007116 なし

（株）カナデン
〒 104-6215 TEL： 03-6747-8800 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１２号トリトンスクエアＺ棟

代表者： 代表取締役 本橋　伸幸

ニホンシセツ 7010901009017 なし

日本施設（株）
〒 154-0011 TEL： 03-3412-7111 ● ●

東京都世田谷区上馬四丁目３３番１０号

代表者： 代表取締役 岡本　健

メイセイデンキ 2010001007784 トウキョウジギョウショ ● ●

明星電気（株） 明星電気（株）　東京事業所

〒 372-8585 TEL： 0270-32-1111 〒 135-8115 TEL： 03-6204-8250 ●

群馬県伊勢崎市長沼町２２２３番地 東京都江東区豊洲三丁目１番１号 齋藤　隆

代表者： 代表取締役社長 池山　正隆
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キョウワメデックス 1010001041355 トウキョウダイサンエイギョウショ

協和メデックス（株） 協和メデックス（株）　東京第三営業所

〒 104-6004 TEL： 03-6219-7600 〒 104-0033 TEL： 03-5641-8700 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１０号 東京都中央区日本橋箱崎３６‐２Ｄａｉｗａリバーゲート１３Ｆ 木村　新悟

代表者： 代表取締役社長 小野寺　利浩

フナヤマ 9110001023393 トウキョウホンテン

船山（株） 船山（株）　東京本店

〒 940-8577 TEL： 0258-25-2780 〒 104-0052 TEL： 03-3532-3601 ● ●

新潟県長岡市稲保四丁目７１３番地２ 東京都中央区月島二丁目２０番１５号 多田　奈美

代表者： 代表取締役 秋山　政信

ヤエスデンキ 7010001059391 なし

八重洲電気（株）
〒 104-0033 TEL： 03-5566-0015 ● ●

東京都中央区新川二丁目１２番１５号

代表者： 代表取締役 三石　昇

カツシマセイサクショ 3011801000985 なし

（株）勝島製作所
〒 125-0063 TEL： 03-3603-7111 ●

東京都葛飾区白鳥四丁目１６番１８号

代表者： 代表取締役 稲谷　栄己

ホクシンメディカル 4140001010823 トウキョウチュウオウエイギョウショ

（株）ホクシンメディカル （株）ホクシンメディカル　東京中央営業所 ●

〒 658-0032 TEL： 078-846-2238 〒 101-0054 TEL： 03-5283-0900 ●

兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目９番地神戸ファッションマート６階 東京都千代田区神田錦町２‐４　ダヴィンチ小川町ビル６階 岩切　伸司

代表者： 代表取締役 古川　光範

ダイセンメンブレンシステムズ 1120001125915 なし ●

ダイセン・メンブレン・システムズ（株）
〒 108-8230 TEL： 03-6631-3000 ●

東京都港区港南二丁目１８番１号

代表者： 代表取締役 芝　昌尚

サンシンデンキ 1010401012096 ソリューションエイギョウホンブ ●

三信電気（株） 三信電気（株）　ソリューション営業本部

〒 108-8404 TEL： 03-5484-7285 〒 108-8404 TEL： 03-5484-7285 ●

東京都港区芝四丁目４番１２号 東京都港区芝四丁目４番１２号 幡野　延行

代表者： 代表取締役 鈴木　俊郎

ニットサンギョウ 9011301005570 なし

日都産業（株）
〒 168-0081 TEL： 03-3334-2216 ●

東京都杉並区宮前五丁目１９番１号

代表者： 代表取締役 山中　慎吾

ゲネシスコンマース 5010001135104 なし ● ●

（株）ゲネシスコンマース ●

〒 100-0013 TEL： 03-6205-7268 ●

東京都千代田区霞が関３‐２‐６東京倶楽部ビルディング９階

代表者： 社長 安斎　誉彦
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ニホンムセン 3012401012867 カントウシシャ ●

日本無線（株） 日本無線（株）　関東支社

〒 164-8570 TEL： 0422-40-1222 〒 181-0002 TEL： 0422-40-1222 ●

東京都中野区中野四丁目１０番１号 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 鈴木　工

代表者： 代表取締役社長 荒　健次

コイトデンコウ 6080101015719 ホンシャエイギョウブ ●

コイト電工（株） コイト電工（株）　本社営業部 ●

〒 411-0932 TEL： 055-988-7101 〒 244-8571 TEL： 045-826-6780 ●

静岡県駿東郡長泉町南一色７２０番地 神奈川県横浜市戸塚区前田町１００番地 土方　清貴

代表者： 代表取締役 山口　常雄

スミケイニッケイエンジニアリング 3010601027149 なし

（株）住軽日軽エンジニアリング
〒 136-0071 TEL： 03-5628-8515 ●

東京都江東区亀戸二丁目３５番１３号

代表者： 代表取締役 青山　茂樹

ティーガイア 5011001061661 なし ●

（株）ティーガイア
〒 150-0013 TEL： 03-6409-2660 ●

東京都渋谷区恵比寿四丁目１番１８号

代表者： 代表取締役 金治　伸隆

ヒタチコクサイデンキ 2010001098064 ホンシャ　コウキョウソリューションエイギョウブ

（株）日立国際電気 （株）日立国際電気　公共ソリューション営業部

〒 105-8039 TEL： 03-5510-5931 〒 105-8039 TEL： 050-3383-3483 ●

東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 古賀　洋一

代表者： 代表取締役 佐久間　嘉一郎

バリアンメディカルシステムズ 9010001063879 なし

（株）バリアンメディカルシステムズ
〒 103-0026 TEL： 03-4486-5000 ●

東京都中央区日本橋兜町５番１号

代表者： 代表取締役 ミッチェル・シロン

フジキコー 6010001086230 なし

フジキコー（株）
〒 101-0041 TEL： 03-6214-1701 ●

東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号

代表者： 代表取締役 大田　浩司

ワークコウギョウ 6011701009744 なし ●

（株）ワーク衡業
〒 133-0073 TEL： 03-3679-0086 ● ●

東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号

代表者： 代表取締役 山口　精一

スミトモデンコウシステムソリューション 2010001004055 なし ●

住友電工システムソリューション（株） ●

〒 112-0014 TEL： 03-5286-7656 ●

東京都文京区関口一丁目４３番５号

代表者： 代表取締役社長 鷲見　公一
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エイセイネットワーク 8010401004021 なし ● ●

（株）衛星ネットワーク ● ●

〒 107-6013 TEL： 03-5561-1075 ● ●

東京都港区赤坂一丁目１２番３２号

代表者： 代表取締役社長 松本　崇良

サンギキョウ 7020001008686 なし ● ●

（株）三技協 ●

〒 224-0053 TEL： 045-931-1111 ●

神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地

代表者： 代表取締役社長 仙石　泰一

オリエンタルギケンコウギョウ 5010001013391 なし

オリエンタル技研工業（株）
〒 101-0054 TEL： 03-3233-0821 ●

東京都千代田区神田錦町二丁目９番地

代表者： 代表取締役 林　進

トレジャーボックス 2030001062654 なし ●

（株）トレジャーボックス
〒 362-0001 TEL： 048-782-6660 ● ●

埼玉県上尾市大字上１７２２番地６

代表者： 代表取締役 木本　忠将

フジツウフロンテック 1013401002091 コウキョウサンギョウエイギョウトウカツブ ● ●

富士通フロンテック（株） 富士通フロンテック（株）　公共産業営業統括部

〒 206-8555 TEL： 042-377-5111 〒 140-0013 TEL： 03-5762-5527 ●

東京都稲城市矢野口１７７６番地 東京都品川区南大井６丁目２０番１４号　イーストスクエア大森 福永　一徳

代表者： 代表取締役社長 川上　博矛

コヴィディエンジャパン 8010901014206 なし

コヴィディエンジャパン（株）
〒 108-0075 TEL： 03-6774-4628 ●

東京都港区港南一丁目２番７０号

代表者： 代表取締役社長 アンソニー　・　ブルース　・　セメド

エイチシーネットワークス 4010001115346 なし ●

エイチ・シー・ネットワークス（株）
〒 111-0053 TEL： 03-5822-0603 ●

東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号

代表者： 代表取締役 大江　愼一

マツオガッキショウカイ 2010001065907 なし

（株）松尾楽器商会
〒 100-0006 TEL： 03-3539-1711 ●

東京都千代田区有楽町一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 松尾　治樹

キョウワテクノロジィズ 9120001062993 トウキョウホンシャ ● ●

協和テクノロジィズ（株） 協和テクノロジィズ（株）　東京本社 ●

〒 530-0016 TEL： 06-6363-8800 〒 105-0014 TEL： 03-3769-1451 ●

大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 東京都港区芝一丁目５番９号 高森　祐二

代表者： 代表取締役 十河　元太郎
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ジェイアールシーシステムサービス 8120001072614 カントウシテン

ＪＲＣシステムサービス（株） ＪＲＣシステムサービス（株）　関東支店

〒 181-0002 TEL： 0422-71-0703 〒 181-0002 TEL： 0422-71-0704 ●

東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１号 東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１号 斉藤　真朗

代表者： 代表取締役 五十嵐　久敬

トウキョウコウクウケイキ 8012301008250 サンキエイギョウホンブ

東京航空計器（株） 東京航空計器（株）　産機事業本部

〒 194-0296 TEL： 042-798-6634 〒 194-0296 TEL： 042-798-6634 ●

東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地６ 東京都町田市小山ヶ丘二丁目２番地６ 塙　守智

代表者： 代表取締役社長 大橋　重人

イーメディカルトウキョウ 8010001134929 なし

（株）イーメディカル東京
〒 104-0061 TEL： 03-3542-3588 ●

東京都中央区銀座七丁目１５番５号　共同ビル２階

代表者： 代表取締役社長 橋野　紘樹

リプライス 3020001038381 なし ●

リプライス（株）
〒 222-0033 TEL： 045-478-4888 ● ●

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９

代表者： 代表取締役 永井　佑

チュウブカガクキキ 9180001028460 トウキョウエイギョウショ

中部科学機器（株） 中部科学機器（株）　東京営業所

〒 458-0035 TEL： 052-622-2111 〒 160-0007 TEL： 03-5367-8611 ●

愛知県名古屋市緑区曽根１丁目１２８番地 東京都新宿区荒木町５番地　四谷荒木町スクエア４Ｆ 野口　善久

代表者： 代表取締役社長 佐野　錦司

イーエムエフジャパン 1120101035130 なし

ＥＭＦジャパン（株）
〒 586-0077 TEL： 078-331-8584 ●

兵庫県神戸市中央区京町７６番地２　明海三宮第２ビル１０階

代表者： 代表取締役 谷口　明

サクラセイキ 1100001006191 トウキョウエイギョウショ

サクラ精機（株） サクラ精機（株）　東京営業所

〒 387-0015 TEL： 026-272-2381 〒 179-0084 TEL： 03-5398-6229 ●

長野県千曲市大字鋳物師屋７５番地の５ 東京都練馬区氷川台３丁目１番１０号 酒巻　富士夫

代表者： 代表取締役社長 東　竜一郎

ニホンエレクトロニツクシステムズ 7120001072706 なし ● ●

日本エレクトロニツクシステムズ（株）
〒 532-0011 TEL： 06-6886-1133 ●

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号

代表者： 代表取締役社長 菊池　俊宏

キヤノンメディカルファイナンス 3010001005457 なし

キヤノンメディカルファイナンス（株）
〒 103-0013 TEL： 03-6371-4591 ●

東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号

代表者： 代表取締役 関　尚平
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トウカイギケン 7020001066750 なし

東海技研（株）
〒 213-0022 TEL： 044-754-0851 ●

神奈川県川崎市高津区千年５４１番地４

代表者： 代表取締役 中島　敦

ヤマモトビニター 3120001025683 なし

山本ビニター（株）
〒 543-0002 TEL： 06-6771-0605 ●

大阪府大阪市天王寺区上汐６丁目３番１２号

代表者： 代表取締役社長 山本　泰司

ダルトンメンテナンス 5010001143354 なし

（株）ダルトンメンテナンス
〒 104-0045 TEL： 03-5148-8616 ● ●

東京都中央区築地五丁目６番１０号

代表者： 代表取締役社長 及川　正博

シノテスト 7010001019791

（株）シノテスト （株）シノテスト　　

〒 101-8410 TEL： 03-5280-3711 〒 101-8410 TEL： 03-5280-3720 ●

東京都千代田区神田駿河台三丁目７番地９ 東京都千代田区神田駿河台三丁目７番地９ 川田　義之

代表者： 代表取締役 塚田　遙

コウギンリース 3010401094447 なし ● ●

興銀リース（株）
〒 105-0001 TEL： 03-5253-6511 ●

東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

代表者： 代表取締役社長 本山　博史

エコサービス 2030001086199 なし ●

エコサービス（株）
〒 366-0010 TEL： 048-587-2681 ●

埼玉県深谷市高島５６８番地１

代表者： 代表取締役 青木　伸正

エレクタ 1010401084516 なし

エレクタ（株）
〒 108-0023 TEL： 03-6722-3800 ●

東京都港区芝浦三丁目９番１号　

代表者： 代表取締役 チャールズ・シャーネン

イシカワエンジニアリング 3030001000737 なし ●

（株）石川エンジニアリング
〒 337-0053 TEL： 048-686-8306 ● ●

埼玉県さいたま市見沼区大和田町二丁目１００３番地５

代表者： 代表取締役 石川　雅美

ニホンデンシオウヨウ 7011701006063 なし

日本電子応用（株）
〒 132-0033 TEL： 03-5607-6001 ●

東京都江戸川区東小松川四丁目３６番５号

代表者： 代表取締役 石崎　泰基
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ダイワカセイ 9120001015472 なし ●

大和化成（株） ●

〒 543-0022 TEL： 06-6767-3133 ●

大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号

代表者： 代表取締役 伊藤　秀之

トウショウアソシエート 8010001141611 なし

東商アソシエート（株）
〒 104-0033 TEL： 03-4321-0142 ● ●

東京都中央区新川１丁目３番３号

代表者： 代表取締役 滑川　治男

ピツニーボウズジャパン 7010701008334 なし

ピツニーボウズジャパン（株）
〒 140-0001 TEL： 03-5657-1200 ●

東京都品川区北品川四丁目７番３５号　御殿山トラストタワー

代表者： 代表取締役 ベンハー・メスフィン

ウチダテクノ 4011501005598 なし

（株）ウチダテクノ
〒 104-0033 TEL： 03-5931-8507 ● ●

東京都中央区新川一丁目１０番１４号

代表者： 代表取締役 五木田　行男

フジゼロックストウキョウ 1011101015050 ドキュメントソリューションダイニエイギョウホンブ

富士ゼロックス東京（株） 富士ゼロックス東京（株）　ドキュメントソリューション第二営業本部

〒 160-0023 TEL： 03-5908-3681 〒 160-0023 TEL： 03-5908-3681 ●

東京都新宿区西新宿６丁目１４番１号 東京都新宿区西新宿６丁目１４番１号 中尾　剛之

代表者： 代表取締役 冨田　主税

ゲットイット 3010001096109 なし

（株）ゲットイット
〒 104-0045 TEL： 03-5166-0900 ●

東京都中央区築地三丁目７番１０号ＪＳ築地ビル４Ｆ

代表者： 代表取締役 廣田　優輝

アルテアギケン 6020001019354 なし ●

アルテア技研（株）
〒 222-0033 TEL： 045-473-6211 ●

神奈川県横浜市港北区新横浜３‐２３‐３

代表者： 代表取締役 江田　滋人
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エフエムサポート 8020002076203 なし ● ●

エフエムサポート（有） ●

〒 224-0044 TEL： 045-473-8388 ●

神奈川県横浜市都筑区川向町６１番地４

代表者： 代表取締役 酒井　敏之

ティーティーアール － なし

ＴＴＲ
〒 241-0021 TEL： 090-4075-4082 ●

神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町二丁目４１番８号

代表者： 代表 丹呉　徹

サガミケイソク 1021001012155 なし ●

サガミ計測（株） ● ●

〒 252-0335 TEL： 042-778-3646 ●

神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１

代表者： 代表取締役 蒔田　建

シンテン 7011501014241 チバシテン

（株）シンテン （株）シンテン　千葉支店

〒 170-0005 TEL： 03-5904-8912 〒 262-0012 TEL： 043-441-5203 ● ●

東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号ウィステリア南大塚ビル１階 千葉市花見川区千種町２３１番地１ 酒井　隆之

代表者： 代表取締役 能美　卓英

シンワ 2030002029751 なし ●

（有）進和
〒 359-0001 TEL： 04-2990-5055 ●

埼玉県所沢市下富１２８８番地１

代表者： 代表取締役 坪田　泉

エデュアス 2010401064310 なし ●

（株）エデュアス
〒 104-0031 TEL： 03-6262-6094 ● ●

東京都中央区京橋二丁目２番１号

代表者： 代表取締役社長 藤井　宏明

ツージー 4010501032529 なし

（株）ツージー
〒 111-0052 TEL： 03-6240-9661 ●

東京都台東区柳橋一丁目１６番５号

代表者： 代表取締役 辻内　康雄

ピーシーエス 8030001015359 なし ●

（株）ＰＣＳ ●

〒 338-0837 TEL： 048-844-1418 ●

埼玉県さいたま市桜区田島九丁目１８番２２号

代表者： 代表取締役 山田　正臣

トウリツキコウ 1020001032007 なし

（株）東立機工 ●

〒 230-0003 TEL： 045-585-4385 ●

神奈川県横浜市鶴見区尻手三丁目５番３２号

代表者： 代表取締役 阿部　法弘
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アサヒメンテック 2030001009911 なし

（株）アサヒメンテック
〒 330-0854 TEL： 048-647-5651 ●

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目２４７番地

代表者： 代表取締役 濱野　克彦

ニホンボウハンカメラ 3020001060170 なし

日本防犯カメラ（株）
〒 104-0061 TEL： 03-6264-2138 ●

東京都中央区銀座三丁目１１番１１号

代表者： 代表取締役 日吉　邦益

トウヨウショウドク 2011801003246 なし ●

東洋消毒（株）
〒 125-0032 TEL： 03-3608-2432 ●

東京都葛飾区水元五丁目１１番１８号

代表者： 代表取締役 永安　卓利
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スエハイドロリック 9020002000459 なし ●

（有）スエ・ハイドロリック
〒 247-0025 TEL： 045-893-1111 ● ●

神奈川県横浜市栄区上之町３２番８号

代表者： 代表取締役 内藤　良朗
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