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マツドスイドウセンター 1040001036856 なし

（株）松戸水道センター

〒 271-0065 TEL： 047-367-3937 ●

松戸市南花島四丁目６１番地

代表者： 代表取締役 角能　順二

ウエクサガクエン 8040005001420 なし

（学）植草学園

〒 260-8601 TEL： 043-239-2645 ●

千葉市中央区弁天二丁目８番９号

代表者： 理事長 植草　和典

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

マスダガクエン 2040005001491 なし

（学）増田学園

〒 260-0006 TEL： 043-226-1525 ●

千葉市中央区道場北一丁目１７番６号

代表者： 理事長 増田　和人

ニッシンショウジ 4040001005809 なし

日進商事（株） ● ●

〒 263-0005 TEL： 043-259-6118 ●

千葉市稲毛区長沼町１７２番地２９

代表者： 代表取締役 篠村　邦隆

モバラジドウシャキョウシュウジョ 8040002081746 なし

（有）茂原自動車教習所

〒 297-0017 TEL： 0475-22-4033 ●

茂原市東郷１７８１番地

代表者： 代表取締役 市原　正典

ブライトンコーポレーション 9040001029951 なし

（株）ブライトンコーポレーション

〒 279-0011 TEL： 047-350-8056 ●

浦安市美浜１丁目９番１号

代表者： 代表取締役社長 桑名　弘二

トウヨウモータースクール 2040001021015 なし

（株）東洋モータースクール

〒 276-0028 TEL： 047-486-7777 ●

八千代市村上字新山６５４番地１

代表者： 代表取締役 木嶋　正孝

イチイノカイ 3040005014724 なし

（福）いちいの会

〒 270-0222 TEL： 04-7120-6667 ●

野田市木間ケ瀬３１２１番地

代表者： 理事長 児嶋　政明
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イナゲジドウシャキョウシュウジョ 9040001000672 なし

（株）稲毛自動車教習所

〒 263-0035 TEL： 043-243-7111 ●

千葉市稲毛区稲毛町五丁目３１番地の１

代表者： 代表取締役 川島　肇

ホクソウエンタープライズ 5040001045432 なし

（株）北総エンタープライズ

〒 270-1614 TEL： 0476-98-1211 ●

印西市瀬戸９０５番地１

代表者： 代表取締役 椎名　潔

キサラヅジドウシャガッコウ 3040005007810 なし

（一財）木更津自動車学校

〒 292-0801 TEL： 0438-36-4022 ●

木更津市請西１５４１番地

代表者： 代表理事 金綱　一衛

イースタンドライビングスクール 2040001000472 なし

（株）イースタンドライビングスクール

〒 266-0004 TEL： 043-291-8686 ●

千葉市緑区平川町１６１４番地１

代表者： 代表取締役 片岡　達也

コウノダイジドウシャセンター 5040001026184 なし

（株）国府台自動車センター

〒 272-0835 TEL： 047-372-7311 ●

市川市中国分三丁目１６番１号

代表者： 代表取締役 河合　毅治

スイショウドウビーティーエル 4040001003498 なし ●

（株）翠松堂ＢＴＬ

〒 262-0032 TEL： 043-273-8625 ●

千葉市花見川区幕張町５丁目４１７番地の１１６

代表者： 代表取締役 市原　康

チバニッセキ 5040001019287 なし

千葉日石（株）

〒 273-0004 TEL： 047-434-4111 ●

船橋市南本町１１番１４号

代表者： 代表取締役 長野　陽一

ソウサコウツウアンゼンキョウカイ 3040005011639 なし

（一社）匝瑳交通安全協会

〒 289-2144 TEL： 0479-72-0934 ●

匝瑳市八日市場イの５５９番地の１

代表者： 理事長 宮内　宏已

アサヒガクエン 7040005006148 なし

（学）朝日学園

〒 270-0034 TEL： 047-346-2469 ●

松戸市新松戸四丁目２番地１

代表者： 理事長 湯澤　大介
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ナンボウソクリョウセッケイ 5040002100467 なし

（有）南房測量設計 ●

〒 299-2713 TEL： 0470-47-5570 ●

南房総市和田町松田１１８番地２０

代表者： 代表取締役 鎌田　治一

スズキオートケイヨウ 8040001017791 なし

スズキオート京葉（株）

〒 274-0816 TEL： 047-463-2101 ●

船橋市芝山二丁目８番１号

代表者： 代表取締役 吉野　晋也

スズキオート 4040001019247 なし

（株）スズキオート

〒 274-0816 TEL： 047-464-1251 ●

船橋市芝山二丁目８番１号

代表者： 代表取締役 吉野　晋也

ロザリオノセイボカイ 9040005012169 なし

（福）ロザリオの聖母会

〒 289-2513 TEL： 0479-60-0600 ●

旭市野中４０１７番地

代表者： 理事長 石毛　敦

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

トウソウコウギョウ 6040001061511 なし

東総工業（株）

〒 289-0517 TEL： 0479-60-6690 ●

旭市萬力１１５９番１

代表者： 代表取締役 保坂　正彦

モリカンコウ 2040001061812 なし

森管工（株）

〒 289-2504 TEL： 0479-63-8331 ●

旭市二の２５２６番地

代表者： 代表取締役 森　貴之

チバケンジドウシャレンシュウショ 8040005001346 なし

（一財）千葉県自動車練習所

〒 264-0012 TEL： 043-237-0401 ●

千葉市若葉区坂月町３０８番地

代表者： 代表理事 飯田　剛士

チバソクリョウキカク 3040001020949 なし

千葉測量企画（株）

〒 276-0046 TEL： 047-485-3385 ●

八千代市大和田新田３４８番地

代表者： 代表取締役 勝間田　宜幸
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フレアイサービスセンター 5040001058062 なし

（株）ふれあいサービスセンター

〒 299-3263 TEL： 0475-72-5022 ●

大網白里市柳橋７３６番地の１３

代表者： 代表取締役 佐藤　廣子

スギタモータース 7040002018518 なし

（有）杉田モータース

〒 275-0016 TEL： 047-475-0752 ●

習志野市津田沼三丁目１９番１９号

代表者： 代表取締役 杉田　弘幸

ソデガウラジドウシャキョウシュウジョ 1040001050683 なし

（株）袖ケ浦自動車教習所

〒 299-0271 TEL： 0438-41-3131 ●

木更津市坂戸市場１８５５番地１

代表者： 代表取締役 浜名　洋一

サワラジドウシャキョウシュウジョ 2040001063552 なし

（株）佐原自動車教習所

〒 287-0005 TEL： 0478-54-6677 ●

香取市佐原ホ１１５９番地

代表者： 代表取締役 小沢　勝二

イチハラボウエキ 5040001053600 なし ●

（株）市原防疫

〒 299-0111 TEL： 0436-62-0011 ●

市原市姉崎８５４番地

代表者： 代表取締役 高岡　敦

キーペックス 2040001001603 なし

（株）キーペックス ●

〒 260-0024 TEL： 043-241-6891 ●

千葉市中央区中央港二丁目４番４号

代表者： 代表取締役 齊藤　進

マツイチショウジ 1040002025354 なし

（有）松一商事

〒 273-0003 TEL： 047-434-1110 ●

船橋市宮本９丁目１番２５‐１１１０号

代表者： 代表取締役 新井　雄一

パリビヨウコクサイガクエン 7040005002196 なし

（学）パリ美容国際学園

〒 260-0854 TEL： 043-227-7446 ●

千葉市中央区長洲一丁目１５番１２号

代表者： 理事長 北島　吉春

カツマタジドウシャ 8040001001465 なし

勝又自動車（株）

〒 260-0012 TEL： 043-227-2121 ●

千葉市中央区本町二丁目２番１０号

代表者： 代表取締役社長 勝又　康夫
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ウナカミチュウオウジドウシャキョウシュウジョ 7040001061832 なし

（株）海上中央自動車教習所

〒 289-2612 TEL： 0479-55-2521 ●

旭市蛇園２８６４番地

代表者： 代表取締役 門脇　祥平

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

コウワケンセツコウギョウ 2040001035394 なし ● ● ●

幸和建設興業（株）

〒 270-2242 TEL： 047-362-3339 ●

松戸市仲井町三丁目８１番２号

代表者： 代表取締役 木下　清輝

ミヤコジュウキケンセツ 3040001007368 なし

（株）都重機建設 ●

〒 264-0007 TEL： 043-231-2611 ●

千葉市若葉区小倉町１７６０番地の４

代表者： 代表取締役 佐藤　正博

コンドーガッキ 9040001087925 なし

（株）コンドー楽器

〒 292-0805 TEL： 0438-23-5511 ●

木更津市大和三丁目２番１９号

代表者： 代表取締役 近藤　直弘

ヨシヤ 5040001037215 なし

（株）ヨシヤ

〒 270-2251 TEL： 047-384-2225 ●

松戸市金ケ作４１８番地

代表者： 代表取締役社長 生繁　秀宜

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

チバエコクリエイション 6040001011326 なし

千葉エコクリエイション（株）

〒 262-0011 TEL： 043-286-3932 ●

千葉市花見川区三角町７２７番地１

代表者： 代表取締役社長 松橋　博基

キキョウカイ 8040005009083 なし

（福）ききょう会

〒 290-0523 TEL： 0436-98-1562 ●

市原市吉沢１１７番地

代表者： 理事長 林　壽美子
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イケダソクリョウセッケイ 9040001016677 なし

（株）イケダ測量設計

〒 273-0011 TEL： 047-433-9946 ●

船橋市湊町一丁目２０番１４号

代表者： 代表取締役 大滝　充司

オミガワジドウシャキョウシュウジョ 3040002087632 なし

（有）小見川自動車教習所

〒 289-0313 TEL： 0478-83-3315 ●

香取市小見川２０７３番地

代表者： 代表取締役 鈴木　照吉

チバスイドウセンター 9040001004681 なし ●

（株）千葉水道センター ●

〒 260-0024 TEL： 043-241-6091 ●

千葉市中央区中央港二丁目５番１５号

代表者： 代表取締役 新井　光雄

ヤチマタジドウシャキョウシュウジョ 8040001047806 なし

（株）八街自動車教習所

〒 289-1115 TEL： 043-443-1313 ●

八街市八街ほ１０３５番地４７

代表者： 代表取締役 平野　雅敏

ショウエイ 5040001020856 なし ●

（株）正栄 ●

〒 274-0806 TEL： 047-407-7135 ●

船橋市二和西三丁目１３番２２号

代表者： 代表取締役 打田　正実

トウヨウジドウシャ 9040001061748 なし

東洋自動車（株）

〒 289-2505 TEL： 0479-64-0100 ●

旭市鎌数５１４６番地

代表者： 代表取締役 飯田　耕司

セイフティ 3040001019529 なし ● ●

（株）セイフティ ● ●

〒 273-0024 TEL： 047-431-6307 ●

船橋市海神町南一丁目１５６９番地１　グレースハイツ船橋６０７号

代表者： 代表取締役 榮居　智之

ユアサケンセツ 2040001037176 なし ● ● ●

（株）湯浅建設

〒 270-2253 TEL： 047-387-2281 ●

松戸市日暮５丁目２５番地

代表者： 代表取締役 湯浅　健司

ナガレヤマジドウシャガッコウ 5040001038295 なし

（株）流山自動車学校

〒 270-0128 TEL： 04-7159-9070 ●

流山市おおたかの森西三丁目５番地の３

代表者： 代表取締役 黒井　重治
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カガヤキケンセツ 9040001035116 なし

輝建設（株）

〒 271-0077 TEL： 047-362-2164 ●

松戸市根本１２４番地

代表者： 代表取締役 本宮　健志

イマイタクシー 1040002092353 なし

今井タクシー（有） ●

〒 270-1138 TEL： 04-7184-3531 ●

我孫子市下ケ戸１８２５番地の６

代表者： 代表取締役 今井　勝

アネサキジドウシャキョウシュウジョ 2040001053578 なし

（株）姉崎自動車教習所

〒 299-0118 TEL： 0436-61-1131 ●

市原市椎津１６９４番地

代表者： 代表取締役 菊地　和彦

アイカワカイウンサンギョウ 4040001073962 なし

相川海運産業（株） ●

〒 295-0101 TEL： 0470-38-2025 ●

南房総市白浜町乙浜４７１番地の７

代表者： 代表取締役 相川　敬

イチカワジドウシャキョウシュウジョ 5040001025525 なし

（株）市川自動車教習所

〒 273-0047 TEL： 047-339-1086 ●

船橋市藤原１丁目３５番１号

代表者： 代表取締役 保戸田　真士

アマノサクセンケンソウ 9040001016644 なし ● ● ● ●

（株）天野さく泉建総 ● ●

〒 274-0824 TEL： 047-472-1650 ● ●

船橋市前原東４丁目１９番９号

代表者： 代表取締役 天野　昌樹

セイカツクラブ 7040005007253 なし

（福）生活クラブ

〒 285-0011 TEL： 043-309-5811 ●

佐倉市山崎字石井戸５２９番地１

代表者： 理事長 池田　徹

ウェザーニューズ 6010401003504 なし

（株）ウェザーニューズ

〒 261-0023 TEL： 043-274-5590 ●

千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデン

代表者： 代表取締役 草開　千仁

チチブサンギョウ 9040001040181 なし

秩父産業（株）

〒 270-2225 TEL： 047-311-1201 ●

松戸市東松戸二丁目２０番地１

代表者： 代表取締役 内山　盛一朗
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タテヤマコウツウアンゼンキョウカイ 3040005016852 なし

（一財）館山交通安全協会

〒 294-0045 TEL： 0470-22-4190 ●

館山市北条１０９０番地

代表者： 会長 本間　亨

ニホンラインサービス 2040001021329 なし ●

日本ラインサービス（株）

〒 276-0015 TEL： 047-489-6100 ●

八千代市米本２１５４番地１

代表者： 代表取締役 高玉　秀雄

アスク 9040001051583 なし ●

（株）アスク ●

〒 299-1151 TEL： 0439-55-4240 ●

君津市中野１丁目４番６号

代表者： 代表取締役 隈元　雅博

キミツガクエン 5040005007916 なし

（学）君津学園

〒 292-8511 TEL： 0438-30-5511 ●

木更津市東太田三丁目４番１号

代表者： 理事長 真板　竜太郎

マスダサンギョウ 7040001036909 なし ●

増田産業（株） ● ●

〒 270-2241 TEL： 047-364-5222 ●

松戸市松戸新田５７６番地４７

代表者： 代表取締役 増田　孝

カントウサンソコウギョウ 5040001017019 なし ●

関東酸素工業（株）

〒 273-0864 TEL： 047-422-8310 ●

船橋市北本町一丁目１０番２号

代表者： 代表取締役 松谷　厚雄

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

チバケンデンキコウジコウギョウクミアイ 7040005000687 なし

千葉県電気工事工業組合

〒 260-0005 TEL： 043-224-6086 ●

千葉市中央区道場南一丁目９番１５号

代表者： 理事長 嶋野　貞雄

フナバシダイイチジドウシャキョウシュウジョ 2040001019389 なし

（株）船橋第一自動車教習所

〒 274-0812 TEL： 047-447-2345 ●

船橋市三咲二丁目１４番１号

代表者： 代表取締役 澤田　宏
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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

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　社長 藤崎　大隆

インタラックカントウキタ 4040001091634 なし

（株）インタラック関東北 ●

〒 260-0028 TEL： 043-244-7555 ●

千葉市中央区新町１番地１７

代表者： 代表取締役 小松　麻里

イオンコンパス 2040001008549 なし

イオンコンパス（株） ●

〒 261-7105 TEL： 043-297-4300 ●

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 代表取締役 城　友美

ショウエイコウサン 7040001051668 なし

昭栄興産（株）

〒 299-1145 TEL： 0439-54-8089 ●

君津市西坂田４丁目１番１９号

代表者： 代表取締役 居村　征嗣

ボウソウマリーナ 1040001075276 なし

（株）房総マリーナ

〒 299-4612 TEL： 0470-87-8127 ●

いすみ市岬町江場土２０５９番地３

代表者： 代表取締役社長 河野　信和

タカノダイドライビングスクール 8040001007561 なし

鷹ノ台ドライビングスクール（株）

〒 262-0048 TEL： 047-483-2345 ●

千葉市花見川区柏井四丁目２番１号

代表者： 代表取締役 小野尾　光

チバケンスイサンシンコウコウシャ 9040005016847 なし

（公財）千葉県水産振興公社 ●

〒 260-0013 TEL： 043-222-3181 ●

千葉市中央区中央三丁目３番１号

代表者： 理事長 根本　均

ハクナンジドウシャキョウシュウジョ 3040001067123 なし

（株）柏南自動車教習所

〒 277-0941 TEL： 04-7191-7020 ●

柏市高柳２１番地

代表者： 代表取締役 有馬　洋一
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エムケーエー 5040001036860 なし

（株）ＭＫＡ

〒 270-2241 TEL： 047-361-8228 ●

松戸市松戸新田２６２番地３

代表者： 代表取締役 石村　博義

チバケンコウツウアンゼンキョウカイ 3040005016836 なし ●

（公財）千葉県交通安全協会

〒 261-0025 TEL： 043-271-8481 ●

千葉市美浜区浜田二丁目１番地

代表者： 会長 安藤　矗勇

ナノハナコウツウバス 5040001047016 なし

なの花交通バス（株） ●

〒 285-0017 TEL： 043-483-3320 ●

佐倉市城内町２４７番地１

代表者： 代表取締役 富田　篤史

イデノコウギョウ 4040002079331 なし

（有）井出野工業 ●

〒 289-1214 TEL： 0475-88-1305 ●

山武市森９９９番地

代表者： 代表取締役 井出野　雄二

アキバガクエン 1040005001419 なし

（学）秋葉学園

〒 260-0021 TEL： 043-246-4211 ● ●

千葉市中央区新宿二丁目５番２号

代表者： 理事長 秋葉　英一

シマダショウテン 5040002022760 なし

（有）島田商店

〒 274-0067 TEL： 047-461-1145 ●

船橋市大穴南５丁目６番６号

代表者： 代表取締役 嶋田　惠吉

ソデガウラコウギョウ 4040001003911 なし

袖ヶ浦興業（株）

〒 260-0013 TEL： 043-224-2384 ●

千葉市中央区中央四丁目１７番３号　袖ヶ浦ビル９階

代表者： 代表取締役社長 稲葉　保実

トウホウエージェンシー 9040001005309 なし

東方エージェンシー（株）

〒 260-0026 TEL： 043-241-8231 ●

千葉市中央区千葉港８番４号

代表者： 代表取締役 水嶋　和彦

オオハラジドウシャキョウシュウジョ 9040001074849 なし

（株）大原自動車教習所

〒 298-0013 TEL： 0470-62-0677 ●

いすみ市小池１９１番地の２

代表者： 代表取締役 木嶋　秀夫
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イチハラコウギョウ 5040001053567 なし

市原興業（株） ● ●

〒 290-0056 TEL： 0436-21-3366 ●

市原市五井８８４０番地

代表者： 代表取締役 小野尾　光

コミナトテツドウ 8040001053928 なし

小湊鉄道（株） ●

〒 290-0054 TEL： 0436-21-2411 ●

市原市五井中央東一丁目１番地２

代表者： 代表取締役社長 石川　晋平

コウエイカガクコウギョウ 7040001014419 なし

広栄化学工業（株）

〒 275-0001 TEL： 047-474-1255 ●

習志野市東習志野六丁目１６番１１号

代表者： 代表取締役 吉田　茂雄

イチロカイ 9040005004067 なし

（福）一路会

〒 272-0802 TEL： 047-337-1333 ●

市川市柏井町３丁目６３７番１

代表者： 理事長 田上　昌宏

ミッドナイトミッションノゾミカイ 6040005008731 なし

（福）ミッドナイトミッションのぞみ会

〒 293-0023 TEL： 0439-87-9381 ●

富津市川名１４３６番地

代表者： 理事長 木下　宣世

トウソウコンピューターシステム 3040001061530 なし ● ● ●

（株）東総コンピューターシステム

〒 288-0048 TEL： 0479-25-1117 ● ●

銚子市双葉町３番地２７

代表者： 代表取締役 川津　光雄

ヤチヨチュウオウジドウシャガッコウ 3040001021245 なし

（株）やちよ中央自動車学校

〒 276-0046 TEL： 047-484-2100 ●

八千代市大和田新田２１１番地

代表者： 代表取締役 岩井　武雄

クリハラケンコウ 5040001001947 なし ●

栗原建工（株） ●

〒 260-0843 TEL： 043-224-4426 ●

千葉市中央区末広一丁目１７番１号

代表者： 代表取締役 栗原　佑介

チバメイトクガクエン 7040005001495 なし

（学）千葉明徳学園

〒 260-8685 TEL： 043-265-1611 ●

千葉市中央区南生実町１４１２番地

代表者： 理事長 福中　儀明
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タツミジドウシャキョウシュウジョ 6040001054234 なし

（株）辰巳自動車教習所

〒 290-0174 TEL： 0436-75-2121 ●

市原市勝間１８２７番地１

代表者： 代表取締役 高山　ひで

トキガクエン 9040005001469 なし

（学）土岐学園

〒 263-0023 TEL： 043-242-0201 ●

千葉市稲毛区緑町１丁目５番１７号

代表者： 理事長 土岐　由美子

シントシサービスセンター 2040001003153 なし ● ● ●

（株）新都市サービスセンター

〒 261-0011 TEL： 043-278-6231 ●

千葉市美浜区真砂二丁目１番２０号

代表者： 代表取締役 石原　一征

チバガクエン 8040005004027 なし

（学）千葉学園

〒 272-8512 TEL： 047-373-9755 ●

市川市国府台一丁目３番１号

代表者： 理事長 内田　茂男

マゴコロネットワーク 9040005005569 なし

（特非）まごころネットワーク

〒 270-0122 TEL： 04-7158-1672 ●

流山市大畔５３７番地

代表者： 理事長 吉田　栄子

チクラコウツウアンゼンキョウカイ 5040005015448 チクラジドウシャキョウシュウジョ

（一財）千倉交通安全協会 （一財）千倉交通安全協会　千倉自動車教習所

〒 295-0004 TEL： 0470-44-2311 〒 295-0011 TEL： 0470-44-2311 ●

南房総市千倉町瀬戸字浜田２９１６番地 南房総市千倉町北朝夷２９６７番地２

代表者： 会長　 辻　貞夫

マルトクショウジ 7040001062450 なし

丸徳商事（株）

〒 288-0043 TEL： 0479-22-7779 ●

銚子市東芝町９番地の１

代表者： 代表取締役 坐古　弘子

ヨコヤマショウジ 2040001019050 なし

横山商事（株）

〒 273-0031 TEL： 047-332-2266 ●

船橋市西船五丁目２６番２５号

代表者： 代表取締役 横山　稔

アミダジキョウイクガクエン 1040005009073 なし

（学）阿弥陀寺教育学園

〒 290-0011 TEL： 043-265-8109 ●

市原市能満字崩山１５５４の４

代表者： 理事長 宇野　弘之
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シンニホンカセイ 6040001003174 なし

新日本化成（株）

〒 260-0015 TEL： 043-306-1411 ●

千葉市中央区富士見１丁目１５‐８

代表者： 代表取締役 平野　茂

ショウワコウギョウ 6040001026539 なし

昭和興業（株）

〒 272-0021 TEL： 047-336-4500 ●

市川市八幡二丁目１番３号

代表者： 代表取締役 松丸　友樹

ウイング 4040001028009 なし

（株）ウイング ●

〒 272-0815 TEL： 047-302-1200 ● ● ●

市川市北方一丁目７番６号

代表者： 代表取締役 池田　恵子

イチカワスイドウセンター 8040001025522 なし ● ● ●

（株）市川水道センター ●

〒 272-0022 TEL： 047-332-8852 ●

市川市鬼越二丁目５番４号

代表者： 代表取締役 臼倉　大介

ワークスミライチバ 3040005003223 なし

（特非）ワークス未来千葉

〒 273-0003 TEL： 043-204-2385 ●

船橋市宮本八丁目３０番３号

代表者： 理事長 遠山　勇

フナバシチュウオウジドウシャガッコウ 3040001019396 なし

（株）船橋中央自動車学校

〒 274-0822 TEL： 047-464-3421 ●

船橋市飯山満町二丁目６３５番地

代表者： 代表取締役 林　敬

チバケンサンリンシュビョウリョクカボク 4040005000310 なし ●

千葉県山林種苗緑化木（協） ● ● ●

〒 260-0854 TEL： 043-222-1231 ●

千葉市中央区長洲一丁目１５番７号

代表者： 代表理事 宇井　嘉浩

ケイセイバスシステム 4040001021590 なし

京成バスシステム（株）

〒 273-0018 TEL： 047-420-9091 ●

船橋市栄町一丁目１０番１０号

代表者： 代表取締役社長 宮本　貴史

ソウブキョウイクプラン 9040002006504 なし

（有）総武教育プラン

〒 264-0026 TEL： 043-256-1601 ●

千葉市若葉区西都賀４丁目２０番２０号

代表者： 代表取締役 石橋　裕人
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パイオニア 1040001059576 なし

（株）パイオニア

〒 297-0001 TEL： 0475-23-8442 ●

茂原市七渡３４９９番地２

代表者： 代表取締役 川久保　文男

エフテック 7040001047212 なし

（株）エフテック

〒 284-0008 TEL： 043-424-5711 ●

四街道市鹿放ケ丘５８２番地１

代表者： 代表取締役 森　孝司

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

ユアサフナショク 6040001019014 なし

ユアサ・フナショク（株）

〒 273-8551 TEL： 047-433-1250 ●

船橋市宮本四丁目１８番６号

代表者： 代表取締役社長 山田　共之

オオサワジドウシャキョウシュウジョ 9040001051749 なし

（株）大佐和自動車教習所

〒 293-0036 TEL： 0439-65-2211 ●

富津市千種新田８８番地

代表者： 代表取締役 榎本　守男

コクリツダイガクホウジンチバダイガク 2040005001905 なし

国立大学法人千葉大学

〒 263-8522 TEL： 043-290-2050 ●

千葉市稲毛区弥生町１番３３号

代表者： 学長 徳久　剛史

デイカナモノ 9040001005036 なし ●

（株）出井金物 ●

〒 265-0053 TEL： 043-228-0074 ● ●

千葉市若葉区野呂町１７９１番地

代表者： 代表取締役 出井　武則

キギョウクミアイロウキョウフナバシジギョウダン 7040005003137 なし ●

企業組合労協船橋事業団

〒 274-0065 TEL： 047-467-4920 ●

船橋市高根台六丁目２番２０号

代表者： 代表理事 菊地　謙

ナリタジドウシャキョウシュウジョ 6040001043113 なし

（株）成田自動車教習所

〒 286-0033 TEL： 0476-22-2431 ●

成田市花崎町７５０番地の１

代表者： 代表取締役 芹澤　弘之
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セイカツクラブセイカツキョウドウクミアイ 9040005000743 セイカツクラブクラシトカケイノソウダンシツ

生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合　生活クラブくらしと家計の相談室

〒 261-0011 TEL： 043-278-7671 〒 260-0013 TEL： 043-202-1471 ●

千葉市美浜区真砂五丁目２１番１２ 千葉市中央区中央３丁目９番９号エレル千葉中央ビル

代表者： 代表理事 片桐　浩章

ニホンギケン 9040001019325 なし

日本技建（株） ●

〒 273-0001 TEL： 047-424-8111 ●

船橋市市場五丁目９番２２号

代表者： 代表取締役 大岩　勝則

イイダカグセイサクショ 4040003000667 なし ● ●

（資）イイダ家具製作所 ● ●

〒 273-0021 TEL： 047-433-1515 ● ●

船橋市海神六丁目１０番９号

代表者： 代表社員 飯田　明

セイホウガクエン 6040005001455 なし

（学）清峯学園

〒 261-0011 TEL： 043-209-6188 ●

千葉市美浜区真砂３丁目１４番地２

代表者： 理事長 鈴木　将

シンナリタソウゴウシャ 7040002055214 なし

（有）新成田総合社

〒 286-0137 TEL： 0476-24-1887 ●

成田市御所の内１８番地４

代表者： 代表取締役 平岡　重昭

クジュウクリジドウシャキョウシュウジョ 5040001057915 なし

（株）九十九里自動車教習所

〒 283-0112 TEL： 0475-76-3571 ●

山武郡九十九里町藤下７９７番地

代表者： 代表取締役 菅原　實

カントウテンネンガスカイハツ 7010001034774 なし ●

関東天然瓦斯開発（株） ● ●

〒 297-8550 TEL： 0475-23-1313 ●

茂原市茂原６６１番地

代表者： 代表取締役社長 森　武

イリョウホウジンシャダンフショウカイ 4040005001127 なし

医療法人社団普照会

〒 260-0027 TEL： 043-245-8811 ●

千葉市中央区新田町１番１６号

代表者： 理事長 中村　博敏

カネダリンカイソウゴウ 1040001050469 なし ● ●

（株）金田臨海総合

〒 292-0007 TEL： 0438-41-1728 ●

木更津市瓜倉９８５番地

代表者： 代表取締役 大邑　行雄
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ウラヤスシシャカイフクシキョウギカイ 2040005004544 なし

（福）浦安市社会福祉協議会

〒 279-0042 TEL： 047-355-5271 ●

浦安市東野一丁目７番１号浦安市総合福祉センター内

代表者： 会長 宇田川　勝久

オザワフドウサンカンテイジムショ － なし

小澤不動産鑑定事務所

〒 277-0843 TEL： 04-7199-5033 ●

柏市明原３丁目８番８号

代表者： 所長 小澤　勝広

チョウシタイヨウジドウシャキョウシュウジョ 8040001062284 なし

（株）銚子大洋自動車教習所

〒 288-0837 TEL： 0479-22-3451 ●

銚子市長塚町三丁目６５４番地

代表者： 代表取締役 澤田　裕江

フクシガクダン 1040005013430 なし

（福）福祉楽団

〒 261-7112 TEL： 043-307-2828 ●

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 理事長 飯田　大輔

マツヤマガクエン 7040005005265 なし

（学）松山学園

〒 270-2223 TEL： 047-392-2211 ●

松戸市秋山７１番地２

代表者： 理事長 石井　宏

チヨダ 4040001004496 なし ● ●

（株）千代田 ●

〒 266-0026 TEL： 043-268-3322 ●

千葉市緑区古市場町４７４番２５３

代表者： 代表取締役 鎌田　仁志

チバチュウオウジドウシャガッコウ 5040001004826 なし

（株）千葉中央自動車学校

〒 264-0017 TEL： 043-231-5051 ●

千葉市若葉区加曽利町８６８番地

代表者： 代表取締役 木村　智信

タマルコウギョウ 3040001017978 なし ● ●

田丸興業（株）

〒 273-0862 TEL： 047-425-0022 ●

船橋市駿河台一丁目２９番１６号

代表者： 代表取締役 田丸　雅人

アンシンホケンセンター 7040001015904 なし

（株）あんしん保険センター

〒 260-0042 TEL： 043-206-8088 ●

千葉市中央区椿森三丁目１番３号

代表者： 代表取締役 渡邉　岳仁
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ノダトウゲイセンター 4040002097440 なし

（有）野田陶芸センター

〒 278-0011 TEL： 04-7138-1277 ●

野田市三ツ堀３５３番地２４

代表者： 代表取締役 鶴崎　洋

ハツホカイ 3040005002043 なし

（福）初穂会

〒 263-0012 TEL： 043-207-5599 ● ●

千葉市稲毛区萩台町３８０番地２

代表者： 理事長 林　隆春

マリンサンギョウ 7040001056485 なし ●

マリン産業（株）

〒 299-0118 TEL： 0436-62-9555 ●

市原市椎津８９５番地１

代表者： 代表取締役 永井　修

イブンカコウリュウキカク 8040001000681 なし

（株）異文化交流企画 ●

〒 260-0021 TEL： 043-244-9081 ●

千葉市中央区新宿２丁目６番８号

代表者： 代表取締役 林　隆保

ヤマオカセッケイジムショ 4040001037125 なし ●

（株）山岡設計事務所

〒 270-2213 TEL： 047-385-2626 ●

松戸市五香六丁目１番地の１２

代表者： 代表取締役 山岡　治

タイヨウコウギョウ 4040001036028 なし

太陽工業（株）

〒 271-0065 TEL： 047-366-1047 ●

松戸市南花島三丁目５４番１３号

代表者： 代表取締役 保科　崇光

フジソクリョウ 5040001063665 なし

富士測量（株）

〒 287-0011 TEL： 0478-55-0301 ●

香取市津宮２２７２番地

代表者： 代表取締役 小倉　満

トリムデザイン 1040002056382 なし ●

（有）トリムデザイン ●

〒 286-0222 TEL： 0476-91-3321 ●

富里市中沢３０８番地の３９

代表者： 代表取締役 影山　智

チバケイアイガクエン 5040005001448 なし

（学）千葉敬愛学園

〒 263-0024 TEL： 043-284-2211 ●

千葉市稲毛区穴川１丁目５番２１号

代表者： 理事長 三幣　利夫
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チバギンコウ 2040001000019 なし

（株）千葉銀行

〒 260-0026 TEL： 043-301-8254 ●

千葉市中央区千葉港１番２号

代表者： 代表取締役 佐久間　英利

エスティーメンテナンス 1011701001508 なし

エスティーメンテナンス（株）

〒 261-0023 TEL： 043-274-1207 ●

千葉市美浜区中瀬１‐９‐１

代表者： 代表取締役 浅野　賢一
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コクドチリケンキュウショ 6040001076476 なし

（株）国土地理研究所

〒 277-0885 TEL： 04-7192-7380 ●

柏市西原５丁目１４番８号　パールハイツ鏑木４０‐１０３号

代表者： 代表取締役 川口　浩司

テラダソクリョウセッケイ 6040001043699 なし

寺田測量設計（株）

〒 270-1337 TEL： 0476-47-2311 ●

印西市草深１０４４番地

代表者： 代表取締役 寺田　篤正

クレビュート 3040001045293 ティーピーエスキャリアカレッジアビコテンノウダイコウ

（株）クレビュート （株）クレビュート　ＴＰＳキャリアカレッジ我孫子天王台校

〒 270-1342 TEL： 0476-40-1343 〒 270-1143 TEL： 04-7157-2500 ●

印西市高花三丁目７番地６ 我孫子市天王台三丁目２２番１０号

代表者： 代表取締役 小菅　寿美

ヤマザキフドウサンカンテイ － なし

山崎不動産鑑定

〒 273-0036 TEL： 047-383-9693 ●

船橋市東中山１丁目１３番２０号

代表者： 代表 山崎　淳子

ユキムラアクアフドウサンカンテイジムショ － なし

幸村・アクア不動産鑑定事務所

〒 266-0005 TEL： 043-488-4723 ●

千葉市緑区誉田町２丁目２３０７番１８０　ＡＫビル３０３

代表者： 代表 幸村　英樹

アオノ 3040001043578 なし

アオノ（株）

〒 285-0811 TEL： 043-481-3500 ●

佐倉市表町二丁目２番地２

代表者： 代表取締役 長濱　稔一

ホマレ 8040001006968 なし

（株）誉

〒 260-0854 TEL： 043-246-3588 ●

千葉市中央区長洲一丁目１３番８号

代表者： 代表取締役 植草　豊

ワタナベフドウサンカンテイジムショ 7040002099954 なし

（有）渡邉不動産鑑定事務所

〒 294-0045 TEL： 0470-23-7756 ●

館山市北条１１４４番地の１

代表者： 取締役 渡邉　雅広

タナカカンコウ 1040001065954 なし

田中観光（株） ●

〒 277-0802 TEL： 04-7131-5226 ●

柏市船戸１８７５番地の２

代表者： 代表取締役 田中　一二夫
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ホケンコミュニケーション 6040001048888 なし

（株）保険コミュニケーション

〒 276-0023 TEL： 047-429-8551 ●

八千代市勝田台１丁目２２番地４号１０１号室

代表者： 代表取締役 山崎　敏夫

モリフドウサンカンテイジムショ 3040001054641 なし

（株）森不動産鑑定事務所

〒 290-0056 TEL： 0436-21-9232 ●

市原市五井２２４４番地１

代表者： 代表取締役 森　正利

ヒビキコウムテン 1040001022617 なし

（株）響工務店

〒 273-0866 TEL： 090-8646-5854 ●

船橋市夏見台二丁目９番２０号

代表者： 代表取締役 松本　聡一

チバケンアンゼンウンテンカンリキョウカイ 6040005016825 なし

（一社）千葉県安全運転管理協会

〒 260-0854 TEL： 043-227-0073 ●

千葉市中央区長洲一丁目２２番３号　羽田ビル３階

代表者： 会長 中根　昭

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

エスビーエスジドウシャガッコウ 2040001002130 なし

ＳＢＳ自動車学校（株）

〒 263-0005 TEL： 043-259-6371 ●

千葉市稲毛区長沼町３４１番地

代表者： 代表取締役 菊地　和彦

スギタフドウサンカンテイジムショ 8040002057481 なし

（有）杉田不動産鑑定事務所

〒 270-1318 TEL： 0476-97-3240 ●

印西市小林１８０９番地

代表者： 代表取締役 杉田　秀樹

エヌピーオーホウジンスイドウチバ 7040005002114 なし

ＮＰＯ法人水道千葉

〒 260-0021 TEL： 043-239-6430 ●

千葉市中央区新宿二丁目３番地９イズミビル３０６号

代表者： 理事長 指田　篤史

ボウソウギジュツ 9040003004523 なし

房総技術（同） ●

〒 295-0004 TEL： 0470-44-5581 ●

南房総市千倉町瀬戸２９８０番地６２

代表者： 代表社員 中山　勲
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チイキブンカザイケンキュウジョ 6040001045893 なし

（株）地域文化財研究所

〒 270-1327 TEL： 0476-42-7820 ●

印西市大森２５９６番地９

代表者： 代表取締役 間宮　政光

エイムインターナショナル 9040002050246 なし

（有）エイムインターナショナル

〒 270-0034 TEL： 047-343-7800 ●

松戸市新松戸六丁目４番地の３

代表者： 取締役 喜舍場　まゆみ

マスマフドウサンカンテイジムショ － なし

増間不動産鑑定事務所

〒 273-0104 TEL： 047-443-1752 ●

鎌ヶ谷市東鎌ケ谷３丁目２番１６号

代表者： 所長 増間　真一

アダチフドウサンカンテイジムショ － なし

足立不動産鑑定事務所

〒 279-0031 TEL： 047-390-6355 ●

浦安市舞浜三丁目２０番１４号

代表者： 所長 足立　順子

ミゾグチショウカイ 5040001027661 なし

（株）みぞぐち商会

〒 272-0021 TEL： 047-325-8111 ●

市川市八幡三丁目２７番２０号

代表者： 代表取締役 溝口　文穂

ヤノスポーツ 9040001018946 なし ●

（株）ヤノスポーツ ●

〒 273-0865 TEL： 047-424-5252 ●

船橋市夏見五丁目３番１号

代表者： 代表取締役 吉澤　剛

チバケンシテイジドウシャキョウシュウジョキョウカイ 3040005001219 なし

（一社）千葉県指定自動車教習所協会

〒 264-0012 TEL： 043-237-0507 ●

千葉市若葉区坂月町２９１番地３

代表者： 会長 佐野　博久

アクティー 2040001071976 なし

（株）アクティー

〒 270-0222 TEL： 04-7198-8285 ●

野田市木間ケ瀬４９８１番地

代表者： 代表取締役 吉田　裕二

ワイズホケンセンター 7040002012818 なし

（株）ワイズ保険センター

〒 260-0831 TEL： 043-307-3386 ●

千葉市中央区港町１６‐４‐３Ｆ

代表者： 代表取締役 和田　司
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シマダフドウサンカンテイショ 4040001026508 なし

（株）島田不動産鑑定所

〒 272-0021 TEL： 047-333-3211 ●

市川市八幡二丁目４番９号　かんていビル

代表者： 代表取締役 島田　憲二

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

アクティブライフ 4040001074498 なし

（株）アクティブ・ライフ

〒 294-0051 TEL： 0470-27-2852 ●

館山市正木７８７番地２３

代表者： 代表取締役 忍足　伸一

セレブレイションライフ 5040001025129 なし

（株）Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ　ｌｉｆｅ

〒 274-0065 TEL： 047-464-8787 ●

船橋市高根台七丁目２８番１９号

代表者： 代表取締役 三須　栄光

ハセガワフドウサンカンテイジムショ － なし

長谷川不動産鑑定事務所

〒 266-0032 TEL： 043-293-7650 ●

千葉市緑区おゆみ野中央４丁目９番地２７

代表者： 代表 長谷川　千恵子

トウヨウカンコウ 3040001021006 なし

東洋観光（株）

〒 276-0042 TEL： 047-484-9131 ●

八千代市ゆりのき台三丁目１２番地

代表者： 代表取締役 木嶋　正孝

ワタナベキョウドウフドウサンカンテイジムショ － なし

渡邊共同不動産鑑定事務所

〒 260-0013 TEL： 043-202-1411 ●

千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ１１０２

代表者： 代表 渡邊　一夫

ボウシュウソクリョウセッケイ 8040001054538 なし ●

房州測量設計（株） ●

〒 290-0051 TEL： 0436-23-0505 ●

市原市君塚五丁目１７番地４

代表者： 代表取締役 穂積　良逸

アルファーホーム 3040001016658 なし

（株）アルファーホーム

〒 273-0001 TEL： 047-426-5211 ●

船橋市市場四丁目１２番２１号

代表者： 代表取締役 佐藤　高史
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ショウエイ 1040002015784 なし

（有）翔永

〒 263-0003 TEL： 043-421-7360 ●

千葉市稲毛区小深町１３０番地３

代表者： 代表取締役 津覇　達也

クロダフドウサンカンテイ 6040001075552 なし

（株）黒田不動産鑑定

〒 292-0067 TEL： 0438-23-2380 ●

木更津市中央一丁目４番９号

代表者： 代表取締役 飯野　芳郎

カメガタフドウサンカンテイジムショ 8040002088139 なし

（有）亀形不動産鑑定事務所

〒 287-0003 TEL： 0478-55-9110 ●

香取市佐原イ８０４番地

代表者： 代表取締役 亀形　巌

テラダポンプ － なし

寺田ポンプ

〒 289-2522 TEL： 0479-62-3268 ●

旭市足川２６７３番地１

代表者： 代表 寺田　誠

タカハシタテグテン 9040002023524 なし

（有）高橋建具店

〒 274-0071 TEL： 090-2764-0333 ●

船橋市習志野二丁目７番１号

代表者： 取締役 高橋　庸一

ムラタ 2040002011568 なし

ムラタ（有）

〒 266-0011 TEL： 043-222-7456 ●

千葉市緑区鎌取町２８０９番地の９１

代表者： 代表取締役 村田　裕子

イケダフドウサンカンテイ 4040001088226 なし

池田不動産鑑定（株）

〒 277-0855 TEL： 04-7189-8951 ●

柏市南柏一丁目２番５号グランデ南柏５０４

代表者： 代表取締役 池田　孝

サンキョウプロテクト 9040002031221 なし

（有）三共プロテクト

〒 273-0865 TEL： 047-422-2420 ●

船橋市夏見一丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 酒井　教太

ダイイチチュウオウカンテイジョ 5040001017729 なし

（株）第一中央鑑定所

〒 273-0005 TEL： 047-424-1039 ●

船橋市本町五丁目１２番１２号

代表者： 代表取締役 勝見　秀男
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チバケンキケンブツアンゼンキョウカイレンゴウカイ 3040005001193 なし

（一社）千葉県危険物安全協会連合会

〒 260-0843 TEL： 043-266-7930 ●

千葉市中央区末広二丁目１４番地１号

代表者： 代表理事 堀江　亮介

サンヨウソクリョウ 5040002069959 なし ● ●

（有）山葉測量 ●

〒 299-1154 TEL： 0439-53-0800 ●

君津市南久保三丁目１０番８号

代表者： 代表取締役 小林　和芳

ダイワジドウシャコウギョウ 6040002099526 なし

大和自動車工業（有）

〒 294-0037 TEL： 0470-22-5678 ●

館山市長須賀６７２番地の１

代表者： 取締役 鈴木　早苗

ヤチマタカンコウリョコウ 3040001047810 なし

八街観光旅行（株）

〒 289-1115 TEL： 043-443-1221 ●

八街市八街ほ３７３番地６９

代表者： 代表取締役 青柳　雅明

タマタニフドウサンカンテイジムショ － なし

玉谷不動産鑑定事務所

〒 260-0044 TEL： 043-441-8035 ●

千葉市中央区松波３丁目２０番１２号

代表者： 代表 玉谷　昌弘

アールトゥアールフーズ 4040001089975 なし

（株）ＲｔｏＲフーズ

〒 279-0041 TEL： 047-354-0858 ● ●

浦安市堀江六丁目９番５号

代表者： 代表取締役社長 南　眞義

トシカイハツフドウサンカンテイショ 6040001027090 なし

（株）都市開発不動産鑑定所

〒 272-0021 TEL： 047-335-6671 ●

市川市八幡二丁目１番２号

代表者： 代表取締役 高松　芳壮

リメイク 6040001022034

（株）リメイク （株）リメイク　　

〒 274-0816 TEL： 047-494-2271 〒 274-0816 TEL： 047-494-2271 ●

船橋市芝山一丁目２５番１６号 船橋市芝山一丁目２５番１６号

代表者： 代表取締役 明井　諭

マエダソクリョウ 2040001052167 なし ●

前田測量（株） ●

〒 299-1145 TEL： 0439-52-3161 ●

君津市西坂田二丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 前田　武
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エザワサンギョウ 7040001025234 なし

（株）江澤産業

〒 274-0807 TEL： 047-440-1188 ●

船橋市咲が丘二丁目２６番３４号

代表者： 代表取締役 江澤　淳

マガタマコウボウモギ 9040002059064 なし

（有）勾玉工房Ｍｏｇｉ

〒 286-0211 TEL： 0476-92-0658 ●

富里市御料１００９番地２８

代表者： 取締役 大賀　健

セイカツサポートチバ 2040005003843 なし

（特非）生活サポート千葉

〒 260-0013 TEL： 043-224-5721 ●

千葉市中央区中央四丁目３番５号カンガルービル４階Ｂ室

代表者： 理事 里見　吉英

ケイヨウカンコウサービス 1040001014416 なし

京葉観光サービス（株） ●

〒 275-0002 TEL： 047-477-6211 ●

習志野市実籾三丁目３１番１号

代表者： 代表取締役 飯田　裕一

カワヒロサンギョウ 5040002019955 なし

（有）カワヒロ産業

〒 266-0005 TEL： 043-291-7198 ●

千葉市緑区誉田町一丁目７８５番地７

代表者： 代表取締役 小川　吉博

ランドスケール 9040001009805 なし

ランドスケール（株）

〒 260-0001 TEL： 043-235-3711 ●

千葉市中央区都町六丁目１番１１号

代表者： 代表取締役 石井　利和

トミイソウゴウカンテイ 1040001005506 なし

（株）富井総合鑑定

〒 263-0021 TEL： 043-284-1060 ●

千葉市稲毛区轟町一丁目１８番１６号

代表者： 代表取締役 富井　康司

カエデピアノサービス 6040001085254 なし

（株）カエデピアノサービス

〒 262-0031 TEL： 043-301-5814 ●

千葉市花見川区武石町一丁目５１５番地３

代表者： 代表取締役 楓　雅樹

ジャパンアプレイザル 6040001030350 なし

（株）ジャパン・アプレイザル

〒 272-0114 TEL： 047-396-9330 ●

市川市塩焼四丁目１０番２号

代表者： 代表取締役 塚田　孝久
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セントラルソウゴウカンテイ 9040001010606 なし

（株）セントラル総合鑑定

〒 260-0013 TEL： 043-223-6606 ●

千葉市中央区中央三丁目５番７号

代表者： 代表取締役 小野坂　圭裕

キリ 6040002076855 なし

（有）ＫＩＲＩ

〒 290-0267 TEL： 0436-42-4877 ●

市原市町田１０２０番地

代表者： 代表取締役 佐久間　優

ミドリフドウサンカンテイ － なし

みどり不動産鑑定

〒 273-0036 TEL： 047-333-6511 ●

船橋市東中山２丁目５番１‐６０３号

代表者： 代表 山口　真由美

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

ユニバーサルシュウロウネットワークチバ 5040005018368 なし

（特非）ユニバーサル就労ネットワークちば

〒 260-0013 TEL： 043-306-2564 ●

千葉市中央区中央３丁目９番９号

代表者： 理事長 池田　徹

ケイヨウコウサービス 4040001019222 なし

京葉港サービス（株） ● ● ●

〒 273-0011 TEL： 047-435-2255 ●

船橋市湊町一丁目１９番１０号

代表者： 代表取締役 岩田　祐一

マルマスショウジ 1040001052168 なし ●

丸増商事（株）

〒 299-1151 TEL： 0439-53-0181 ●

君津市中野５丁目２番９号

代表者： 代表取締役 栗原　政夫

エスエイチコーポレーション 3040001034461 なし

ＳＨコーポレーション（株）

〒 260-0014 TEL： 043-221-8077 ●

千葉市中央区本千葉町１‐１１　千葉中央ビル７Ｆ

代表者： 代表取締役 野津　判仁

フジスポーツ 1040001018235 なし

フジスポーツ（株）

〒 273-0045 TEL： 047-431-5181 ●

船橋市山手二丁目１０番２０号

代表者： 代表取締役 田村　憲
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ヤチヨオリコミコウコク 2040002030411 なし ●

（有）八千代折込広告 ●

〒 276-0042 TEL： 047-483-0627 ●

八千代市ゆりのき台七丁目５番３号

代表者： 代表取締役 石川　俊一

アトリエタクミ － なし

アトリエ匠

〒 277-0923 TEL： 04-7160-8623 ●

柏市塚崎９７６番地８

代表者： 代表 原田　巧

チバケンショウガイシャシュウロウジギョウシンコウセンター 8040005002039 なし ● ●

（特非）千葉県障害者就労事業振興センター ●

〒 260-0856 TEL： 043-202-5367 ●

千葉市中央区亥鼻２丁目９番３号

代表者： 理事長 岡田　義之

コミュニティケアマチネット 8040005002360 なし

（特非）コミュニティケア街ねっと

〒 263-0051 TEL： 043-290-8015 ●

千葉市稲毛区園生町１１０７番７

代表者： 理事長 岩上　章子

ミハラフドウサンカンテイシステム 1040002027243 なし

（有）三原不動産鑑定システム

〒 273-0042 TEL： 047-406-6311 ●

船橋市前貝塚町３６６番地５９

代表者： 代表取締役 三原　良作

ワコウソクリョウセッケイ 5040002068085 なし ●

（有）和光測量設計 ●

〒 292-0052 TEL： 0438-98-5907 ●

木更津市祇園四丁目２８番２４号

代表者： 代表取締役 齊藤　光

センワケンセツ 7040001043673 なし ●

先和建設（株）

〒 270-1327 TEL： 0476-42-1955 ●

印西市大森４４５０番地５５

代表者： 代表取締役 神原　忠義

ケイヨウフドウサンヒョウカシステム 3040001008341 なし

（株）京葉不動産評価システム

〒 260-0032 TEL： 043-248-7240 ●

千葉市中央区登戸一丁目１１番１８号

代表者： 代表取締役 鈴木　恒一

サワイコウギョウ 3040002022498 なし

（有）沢井工業

〒 274-0824 TEL： 047-479-0442 ●

船橋市前原東三丁目１７番６号

代表者： 代表取締役 澤井　淳

076

077

078

073

074

075

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 99 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

B

商号又は名称

079

080

081



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

ナカト 9040001060262 なし

（株）ＮＡＫＡＴＯ

〒 299-4301 TEL： 0475-42-7160 ●

長生郡一宮町一宮３０２０番地

代表者： 代表取締役 中村　憲太郎

トシコンサルト 7040002047517 なし

（有）都市コンサルト

〒 271-0077 TEL： 047-394-8233 ●

松戸市根本８番地の１５高木ビル６０５号

代表者： 代表取締役 中西　徳久

トチカオクチョウサシオオツカジムショ － なし

土地家屋調査士　大塚事務所

〒 270-0101 TEL： 04-7156-5675 ●

流山市東深井２８３番地１０

代表者： 大塚　智則

キサラヅコウワンアイゴキョウカイ 6040005007816 なし

（一社）木更津港湾愛護協会

〒 292-0067 TEL： 0438-25-1410 ●

木更津市中央三丁目３番８号

代表者： 代表理事 山下　達也

ユウセンシャ 8040001019012

（株）有宣社 （株）有宣社　　 ●

〒 273-0851 TEL： 047-430-0055 〒 273-0851 TEL： 047-430-0055 ●

船橋市馬込町１１０５番地 船橋市馬込町１１０５番地

代表者： 代表取締役 笹森　一禎

チバケンドウブツホゴカンリキョウカイ 1040005001377 なし

（公財）千葉県動物保護管理協会

〒 260-0001 TEL： 043-214-7814 ●

千葉市中央区都町６丁目２番１５号

代表者： 理事長 山根　晃

チバフドウサンカンテイショ 6040001004882 なし

（株）千葉不動産鑑定所

〒 260-0044 TEL： 043-251-4380 ●

千葉市中央区松波二丁目１番８号

代表者： 代表取締役 安田　雄策

チバケンショテンショウギョウクミアイ 4040005000681 なし

千葉県書店商業組合

〒 260-0822 TEL： 043-266-4623 ●

千葉市中央区蘇我３丁目１５番２０号

代表者： 代表理事 鈴木　喜重

マツモトフドウサンカンテイ － なし

松本不動産鑑定

〒 277-0885 TEL： 04-7170-4068 ●

柏市西原３丁目８番５０号　ＭＡＲＩＯ江戸川台１０１号

代表者： 代表 松本　尊志
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ヒラオシャカイホケンロウムシジムショ － なし

平尾社会保険労務士事務所

〒 273-0002 TEL： 047-481-8010 ●

船橋市東船橋３丁目２６番２２号　マイウィング１０１号

代表者： 代表 平尾　洋介

エスエスケーソクリョウセッケイコンサルタント 9040002069658 なし ●

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント

〒 299-1154 TEL： 0439-55-4013 ●

君津市南久保二丁目１番３号

代表者： 代表取締役 神谷　宗孝

ミナモトフドウサンカンテイジムシヨ － なし

源不動産鑑定事務所

〒 273-0005 TEL： 047-424-8514 ●

船橋市本町６丁目６番１号　北翔ビル３Ｆ

代表者： 所長 源　正人

タカハシフドウサンカンテイジムショ 9040001043011 なし

（株）高橋不動産鑑定事務所

〒 286-0013 TEL： 0476-22-9155 ●

成田市美郷台二丁目１５番地の１

代表者： 代表取締役 高橋　晋

フジタフドウサンカンテイジムショ 1040002048330 なし

（有）藤田不動産鑑定事務所

〒 270-2253 TEL： 047-388-3377 ●

松戸市日暮二丁目３番地の１５

代表者： 代表取締役 藤田　宗晴

ナレッジベース 9040001060956 なし

（株）ナレッジベース ●

〒 275-0026 TEL： 047-409-4685 ●

習志野市谷津七丁目７番１号　Ｌｏｈａｒｕ津田沼４０８

代表者： 代表取締役 岩渕　忠

スバル 4040001099578 なし ●

（株）すばる ●

〒 273-0102 TEL： 047-404-2620 ●

鎌ヶ谷市右京塚３番地３

代表者： 代表取締役 近藤　純哉

チバケンサンギョウシゲンジュンカンキョウカイ 1040005001212 なし

（一社）千葉県産業資源循環協会

〒 260-0013 TEL： 043-239-9920 ●

千葉市中央区中央三丁目３番１号

代表者： 会長 杉田　昭義

ホクソウスイドウセンター 3040001045590 なし

（株）北総水道センター ●

〒 270-1609 TEL： 0476-98-3000 ●

印西市若萩四丁目６番２号

代表者： 代表取締役 福本　祥三
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ナリタシカンコウジ 6040005006090 なし

成田市管工事（協）

〒 286-0045 TEL： 0476-85-3496 ●

成田市並木町１４３番地の５５

代表者： 代表理事 鈴木　康正

ハヤシシステムフドウサンカンテイ 2040002009447 なし

（有）林システム不動産鑑定

〒 266-0032 TEL： 043-293-8844 ●

千葉市緑区おゆみ野中央一丁目１６番地１サンクレイドルおゆみ野中央１００６

代表者： 代表取締役 林　崇布

ニホンプロライフガードキョウカイ 5040005011273 なし ● ● ●

（特非）日本プロライフガード協会

〒 299-4216 TEL： 0475-33-1011 ● ●

長生郡白子町幸治３１４５番１号

代表者： 理事長 井上　幹生

ミズキフドウサンカンテイショ 4040002079166 なし

（有）みずき不動産鑑定所

〒 299-3237 TEL： 0475-70-1322 ●

大網白里市仏島５６番地３

代表者： 取締役 石井　恒徳

ネモトソクリョウ 7040001075171 なし

根本測量（株）

〒 298-0204 TEL： 0470-82-4722 ●

夷隅郡大多喜町船子３０番地３

代表者： 代表取締役 根本　敬子

チョウセイイスミチイキノクラシヲササエルカイ 8040005011295 なし

（特非）長生夷隅地域のくらしを支える会

〒 297-0073 TEL： 0475-22-7859 ●

茂原市長尾２６９４番地

代表者： 理事 渋沢　茂

モリグチフドウサンカンテイジムショ － なし

森口不動産鑑定事務所

〒 270-1173 TEL： 04-7139-1370 ●

我孫子市青山１番地の１（６０２号）

代表者： 代表 森口　利彦

トヨダフドウサンカンテイジョ 5040001059358 なし

（株）豊田不動産鑑定所

〒 297-0026 TEL： 0475-23-1572 ●

茂原市茂原１５６５番地１２

代表者： 代表取締役 豊田　正一

コバタフドウサンカンテイジムショ － なし

小畑不動産鑑定事務所

〒 279-0043 TEL： 047-380-6655 ●

浦安市富士見４丁目８番２７号

代表者： 代表 小畑　昌也
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アキバソウゴウカンテイショ － なし

あきば総合鑑定所

〒 273-0123 TEL： 047-446-1005 ●

鎌ヶ谷市南初富二丁目７番２５‐１号

代表者： 秋葉　節久

アベフドウサンソウゴウカンテイジムショ 3040002064136 なし

（有）安部不動産総合鑑定事務所

〒 285-0859 TEL： 043-460-2321 ●

佐倉市南ユーカリが丘１番地１　Ａ‐３０４号

代表者： 取締役 安部　恵

ウラカワデンカ 7040001016794 なし

（株）ウラカワ電化

〒 273-0005 TEL： 047-423-1640 ● ●

船橋市本町三丁目２７番１１号

代表者： 代表取締役 浦川　秀人

フューチャーリンクネットワーク 7040001019632 なし ●

（株）フューチャーリンクネットワーク ●

〒 273-0031 TEL： 047-495-0525 ●

船橋市西船四丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 石井　丈晴

ユウカ 6040001007687 なし

（株）ゆうか

〒 260-0031 TEL： 043-243-7177 ●

千葉市中央区新千葉二丁目５番１号

代表者： 代表取締役 京増　元明

キノシタソウゴウカンテイ － なし

木下総合鑑定

〒 272-0023 TEL： 047-711-1352 ●

市川市南八幡一丁目七番三　グレイスファースト一〇六

代表者： 代表 木下　浩二

オオイシホケンキカク － なし

大石保険企画

〒 273-0003 TEL： 047-424-9099 ●

船橋市宮本６丁目２１番１６号

代表者： 大石　信夫

エヌエスジーコーポレーション 4040001034031 なし

（株）ＮＳＧコーポレーション

〒 260-0031 TEL： 043-215-8176 ●

千葉市中央区新千葉二丁目１番５号小川第一ビル

代表者： 代表取締役 榎本　登志雄

フクシフドウサンカンテイショ 5040001066676 なし

（株）福士不動産鑑定所

〒 277-0835 TEL： 04-7144-2911 ●

柏市松ケ崎７４８番地２

代表者： 代表取締役 福士　正直
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サンヨウソクリョウセッケイ 8040001059842 なし ● ● ●

（株）三陽測量設計 ●

〒 299-4415 TEL： 0475-44-1869 ●

長生郡睦沢町小滝４７５番地１

代表者： 代表取締役 古山　和弘

チバシショテン 2040005000320 なし

千葉市書店（協）

〒 260-0027 TEL： 043-306-5119 ●

千葉市中央区新田町３８番１号

代表者： 代表理事 田中　茂夫

ソウゴウザイサンカンテイ － なし

総合財産鑑定

〒 273-0101 TEL： 047-446-4143 ●

鎌ヶ谷市富岡三丁目１５番７号

代表者： 代表 佐藤　元彦

アイネットエージェンシー 7040001020441 なし

アイネットエージェンシー（株）

〒 276-0023 TEL： 047-482-0601 ●

八千代市勝田台二丁目６番１５号

代表者： 代表取締役 金子　道大

ニスナ 5040002095674 なし ●

（株）ニスナ

〒 277-0945 TEL： 047-389-6686 ● ●

柏市しいの木台五丁目３２番地１４

代表者： 代表取締役 小暮　博志

トウコウアセットリサーチ 9040001063224 なし

（株）東宏アセットリサーチ

〒 289-1732 TEL： 0479-82-7822 ●

山武郡横芝光町横芝１５３４番地

代表者： 代表取締役 大木　孝仁

チバケンシテイトウソウチクヤチョウセイサンクミアイ － なし

千葉県指定　東総地区野鳥生産組合

〒 289-1303 TEL： 0475-84-0143 ●

山武市松ヶ谷ロ２５３４番地

代表者： 代表 鈴木　正義

マツダフドウサンカンテイシジムショ － なし

松田不動産鑑定士事務所

〒 270-1435 TEL： 047-498-4717 ●

白井市清水口３丁目３４番２号

代表者： 松田　宗司

リンク 4040005018162 なし

（特非）リンク

〒 289-1345 TEL： 0475-77-7531 ●

山武市津辺１７１番地１

代表者： 理事長 吉井　稔

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 99 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

B

商号又は名称

124

125

126

121

122

123

118

119

120



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

イワシタフドウサンカンテイジムショ 4040002020658 なし

（有）岩下不動産鑑定事務所

〒 273-0003 TEL： 047-422-1448 ●

船橋市宮本一丁目６番１８号

代表者： 代表取締役 岩下　杉彦

サントウセツビコウギョウ 5040002022422 なし ●

サントウ設備工業（有）

〒 274-0816 TEL： 047-464-0823 ●

船橋市芝山六丁目２３番９号

代表者： 取締役 山崎　修

サトミコウギョウ 2040001002774 なし ●

里見興業（株）

〒 262-0045 TEL： 043-250-1220 ●

千葉市花見川区作新台四丁目１４番１１号

代表者： 代表取締役 里見　陽

チバケンケイビギョウキョウカイ 4040005016827 なし

（一社）千葉県警備業協会

〒 260-0027 TEL： 043-246-3205 ●

千葉市中央区新田町４番２５号

代表者： 会長 加藤　智行

プラジィ 8040001018591 なし ● ●

（株）プラジィ ●

〒 273-0041 TEL： 047-438-4495 ●

船橋市旭町三丁目２２番３号

代表者： 代表取締役 小林　大作

オガワジュウキ 7040002083297 なし

（有）小川重機

〒 289-1726 TEL： 0479-84-0252 ●

山武郡横芝光町木戸８１３８番地

代表者： 代表取締役 小川　努

トーソーエージェンシー 7040001055537 なし

（株）トーソーエージェンシー

〒 299-0109 TEL： 0436-25-1117 ●

市原市千種四丁目７番地４

代表者： 代表取締役 藤城　辰史

カモガワフドウサンカンテイジムショ 5040002101399 なし

（有）鴨川不動産鑑定事務所

〒 296-0001 TEL： 04-7093-1801 ●

鴨川市横渚１２２９番地１

代表者： 代表取締役 高橋　由

サンキョウフドウサンカンテイショ 9040001035529 なし

（株）三共不動産鑑定所

〒 271-0077 TEL： 047-366-8731 ●

松戸市根本８番地の３

代表者： 代表取締役 鈴木　茂生
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フジカンテイ 2040002059509 なし

（有）富士鑑定

〒 286-0036 TEL： 0476-29-7255 ●

成田市加良部六丁目６番地１（１０１号）

代表者： 取締役 笹野　善基

オオニシフドウサンカンテイシジムショ － なし

大西不動産鑑定士事務所

〒 260-0024 TEL： 043-307-2805 ●

千葉市中央区中央港二丁目４番６号　キーペックスビル３階

代表者： 大西　達也

カワノシステムカンテイ － なし

河野システム鑑定

〒 290-0065 TEL： 0436-22-6043 ●

市原市西五所２５番地１２

代表者： 代表者 河野　宗博

カワムラモクザイ 8040002030950 なし ●

（有）カワムラ木材

〒 274-0053 TEL： 047-457-3900 ●

船橋市豊富町６０３番地３

代表者： 代表取締役 河村　政雄

イデアコウボウ 6040001000584 なし

（株）イデア工房

〒 260-0844 TEL： 043-265-4321 ●

千葉市中央区千葉寺町１２１０番地１３

代表者： 代表取締役 山田　誠

クダントシアーキファーム 7010001153814 なし

（株）九段都市アーキファーム

〒 275-0016 TEL： 047-767-4410 ●

習志野市津田沼三丁目４番２３カーサポルタ２２Ｃ

代表者： 代表取締役 結城　敏勝

チバケンリョウユウカイ 4040005001291 なし

（一社）千葉県猟友会

〒 260-0854 TEL： 043-222-6033 ●

千葉市中央区長洲一丁目１５番７号

代表者： 会長 鈴木　理之

アケボノフドウサンカンテイジムショ － なし

あけぼの不動産鑑定事務所

〒 273-0012 TEL： 047-433-8842 ●

船橋市浜町１丁目５番３号棟１１９

代表者： 代表 長谷川　昇

ウエノノモリソウゴウカンテイジムショ － なし

上野の森総合鑑定事務所 ●

〒 286-0203 TEL： 0476-33-3505 ●

富里市久能３８７番地５

代表者： 所長 田中　正裕
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トウショウソクチ 8040001052070 なし ●

東正測地（株） ●

〒 299-1152 TEL： 0439-54-3211 ●

君津市久保三丁目２番１１号

代表者： 代表取締役 宮名　誠

アサヒカンテイ 9040001034753 なし

（株）朝日鑑定

〒 270-0034 TEL： 047-347-0739 ●

松戸市新松戸一丁目３７４番地１

代表者： 代表取締役 清水　清好

ケイアイスティールサービス 6040001056899 なし

ケイアイスティールサービス（株）

〒 299-1142 TEL： 0439-54-2566 ●

君津市坂田３０９番地１６

代表者： 代表取締役　 岩久　公徳

トシフドウサンカンテイ 2040001020322 なし

都市不動産鑑定（株）

〒 273-0003 TEL： 047-426-4481 ●

船橋市宮本一丁目１３番５号

代表者： 代表取締役 寺田　由希子

フタバソウゴウカンテイ 7040001040745 なし

双葉総合鑑定（株）

〒 270-0137 TEL： 04-7192-8775 ●

流山市おおたかの森西一丁目２８番地の１４

代表者： 代表取締役 薩美　奈津美

ヨシダソウゴウカンテイジムショ － なし

吉田綜合鑑定事務所

〒 270-0111 TEL： 04-7153-1132 ●

流山市江戸川台東３丁目１０３番地

代表者： 代表 吉田　司

オオキフドウサンカンテイ 3040001089522 なし

（株）大木不動産鑑定

〒 286-0031 TEL： 0476-37-5690 ●

成田市新町８４９番地２３

代表者： 代表取締役 大木　一広

チバケンショウボウセツビキョウカイ 9040005001221 なし

（一社）千葉県消防設備協会

〒 260-0005 TEL： 043-306-3871 ●

千葉市中央区道場南一丁目９番１５号千葉県電工会館２階

代表者： 会長 竹森　久男

チバケミカル 9040001012362 なし ●

（株）千葉ケミカル

〒 264-0028 TEL： 043-214-2632 ●

千葉市若葉区桜木５丁目５番２９号

代表者： 代表取締役 加藤　健一
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モバラダイイチジドウシャキョウシュウジョ 8040001059487 なし

（株）茂原第一自動車教習所

〒 297-0029 TEL： 0475-22-2141 ●

茂原市高師５９６番地の２

代表者： 代表取締役 木嶋　秀夫

カズサフドウサンカンテイ － なし

かずさ不動産鑑定

〒 260-0855 TEL： 043-304-6720 ●

千葉市中央区市場町６番８　クリスタルスクエア１０３

代表者： 代表 小出　聡子

ショクギョウクンレンホウジンカシワチクキョウドウショクギョウクンレンキョウカイ4040005013626 なし

職業訓練法人柏地区共同職業訓練協会

〒 277-0843 TEL： 04-7144-6681 ●

柏市明原三丁目２０番１６号

代表者： 会長 青木　一男

タナカジュウキ 1040002099084 なし

（有）田中重機

〒 278-0035 TEL： 04-7189-7573 ●

野田市中野台３６２番地の１

代表者： 代表取締役 田中　豊

ミエルヒョウカケンキュウジョ － なし

見える評価研究所

〒 276-0020 TEL： 047-407-3459 ●

八千代市勝田台北三丁目２６番２３号

代表者： 代表 新井　善久

エフエフディカイハツ 1040001003666 なし

ＦＦＤ開発（株） ●

〒 264-0026 TEL： 043-256-4788 ●

千葉市若葉区西都賀二丁目２５番１３号

代表者： 代表取締役 小林　亘代

カーボンバンク 2040001024769 なし

カーボンバンク（株）

〒 273-0865 TEL： 047-420-7005 ●

船橋市夏見二丁目１９番１号

代表者： 代表取締役 中村　豪

ケイオウソクリョウセッケイ 1040001043638 なし

京央測量設計（株）

〒 270-1323 TEL： 0476-42-2806 ●

印西市木下東二丁目２番地１０

代表者： 代表取締役 川上　榮一

ナカタフドウサンカンテイ － なし

中田不動産鑑定

〒 266-0032 TEL： 043-309-7816 ●

千葉市緑区おゆみ野中央８丁目２５番地２４

代表者： 中田　敏之
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コクドカンテイ － なし

国土鑑定

〒 260-0032 TEL： 043-242-2850 ●

千葉市中央区登戸１丁目１５番３２号　キャピタル登戸４Ｆ

代表者： 代表 小林　功武

エスビシネットワーク 1040001069468 なし

（株）エスビシネットワーク

〒 277-0033 TEL： 04-7199-8611 ●

柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号

代表者： 代表取締役 酒巻　順一

クボタトウキソクリョウジムショ 7040001017041 なし

（株）久保田登記測量事務所

〒 273-0011 TEL： 047-431-9110 ●

船橋市湊町２丁目５番５号

代表者： 代表取締役 久保田　英裕

ユメカンコウ 7140002035073 なし

（有）夢観光

〒 270-1318 TEL： 0476-33-7923 ●

印西市小林１７６６‐４ドミールコトーＢ１０１号室

代表者： 取締役 松本　恵介

トウキョウベイカレッジ 9040005019503 なし

（一社）東京ベイカレッジ

〒 279-0012 TEL： 047-318-3090 ●

浦安市入船一丁目５番２号　プライムタワー新浦安８階

代表者： 代表理事 猪爪　一徳

スズキデンキカンリジムショ － なし

鈴木電気管理事務所

〒 274-0826 TEL： 047-474-6196 ●

船橋市中野木２丁目１５番１号

代表者： 鈴木　謙太郎
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エーシーフドウサンジムショ － なし

ＡＣ不動産事務所

〒 270-1412 TEL： 047-492-3360 ●

白井市桜台３丁目１番１棟２０１号

代表者： 代表 金田　光重

オガワアセットカウンセル 7040001108807 なし

おがわアセットカウンセル（株）

〒 277-0081 TEL： 04-7136-2153 ●

柏市富里二丁目１番３７‐７０５号

代表者： 代表取締役 小川　哲也

マナベル 4040001062998 なし

（株）マナベル

〒 289-0516 TEL： 0479-68-4146 ●

旭市米込１８２８番地１

代表者： 代表取締役 木村　康成

ヨツバフドウサンカンテイ 2040001094820 なし

（株）よつば不動産鑑定

〒 285-0819 TEL： 043-308-7888 ●

佐倉市寺崎北三丁目５番地１１

代表者： 代表取締役 木村　ゆり

オーエスアイ 3040001106657 なし ● ●

（株）オーエスアイ ●

〒 273-0046 TEL： 047-402-6820 ●

船橋市上山町二丁目２５０

代表者： 代表取締役 岡部　浩章

サトウフドウサンカンテイジムショ － なし

佐藤不動産鑑定事務所

〒 270-0034 TEL： 047-345-7774 ●

松戸市新松戸４丁目７８番地　グリーンエステート３０１号

代表者： 所長 佐藤　雅晴

ウラヤスダンスパーク 3040005004915 なし

（特非）浦安ダンスパーク

〒 279-0014 TEL： 090-7263-9891 ●

浦安市明海６丁目１番１１‐１３０９号パークシティグランデ新浦安シーパレス

代表者： 理事 芳井　憲一

サカタカンテイ － なし

さかた鑑定

〒 276-0042 TEL： 047-411-4078 ●

八千代市ゆりのき台４丁目５番地２　１棟１５０３号

代表者： 代表 坂田　雄一

フナバシチイキフクシカイゴイリョウスイシンキコウ 8040005003805 なし

（公社）船橋地域福祉・介護・医療推進機構

〒 273-0035 TEL： 047-711-4082 ●

船橋市本中山二丁目２番４号

代表者： 代表理事 菅谷　和夫
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クロダシステムカンテイ 9040001079617 なし

（株）黒田システム鑑定

〒 272-0134 TEL： 047-399-4735 ●

市川市入船５番８号

代表者： 代表取締役 黒田　安仁

サクラフドウサンカンテイ 8040001047921 なし

さくら不動産鑑定（株）

〒 285-0819 TEL： 043-481-0343 ●

佐倉市寺崎北三丁目４番地９

代表者： 代表取締役 広瀬　祥之

ユウガイチョウジュウホカクジッシタイエイチエムシー 1040005018842 なし

（特非）有害鳥獣捕獲実施隊ＨＭＣ

〒 264-0032 TEL： 043-307-8880 ●

千葉市花見川区花島町８８‐１

代表者： 理事長 宍倉　清二

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

リクリエイションニジュウイチ 9040005001799 なし

（特非）リ・クリエイション２１

〒 260-0027 TEL： 043-244-0014 ●

千葉市中央区新田町二丁目１９番地　岩澤ビル２Ｆ

代表者： 代表理事 高橋　實

インドウフドウサンカンテイ 1040001079491 なし

（株）印東不動産鑑定

〒 292-0831 TEL： 0438-22-2468 ●

木更津市富士見二丁目４番５号

代表者： 代表取締役 印東　伸泰

フドウサンカンテイジムショブルーリーフ － なし

不動産鑑定事務所ブルーリーフ

〒 272-0121 TEL： 047-397-5580 ●

市川市末広２丁目１１番７ー４０３号

代表者： 代表 瀬崎　敦子

ハナフドウサンカンテイジムショ 4040002095527 なし

（有）葉梛不動産鑑定事務所

〒 277-0005 TEL： 04-7167-0898 ●

柏市柏三丁目９番２１号山崎ビル３０１号室

代表者： 代表取締役 増田　優子

セカンドスペース 5040005004426 なし ● ●

（特非）セカンドスペース ● ●

〒 273-0011 TEL： 047-434-2678 ●

船橋市湊町二丁目１番２号Ｙ．Ｍ．Ａ．Ｏｆｆｉｃｅビル５階

代表者： 理事 成瀬　榮子
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バルスタック 4040001108462 なし ●

バルスタック（株） ● ●

〒 264-0005 TEL： 043-356-5635 ● ●

千葉市若葉区千城台北一丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 氏家　正臣

コバヤシフドウサンカンテイジムショ 2040001095281 なし

（株）小林不動産鑑定事務所

〒 260-0844 TEL： 043-497-5541 ●

千葉市中央区千葉寺町１２５１番地１５

代表者： 代表取締役 小林　隆司

スズキクニユキフドウサンカンテイジムショ 8040002018509 なし

（有）鈴木邦幸不動産鑑定事務所

〒 275-0012 TEL： 047-479-3203 ●

習志野市本大久保三丁目５番６号

代表者： 代表取締役 鈴木　邦幸

ジムリック 4040001099933 なし

（株）ＪｉＭＲｉＣＫ

〒 278-0037 TEL： 04-7128-5566 ●

野田市野田４１７番地の２

代表者： 代表取締役 那口　慶太

ニューセンチュリーフドウサンソウケン 8040002013641 なし

（有）ニューセンチュリー不動産総研

〒 260-0856 TEL： 043-225-2136 ●

千葉市中央区亥鼻二丁目９番１２号

代表者： 代表取締役 菊地　敦雄

ミヤザキフドウサンカンテイジムショ － なし

宮崎不動産鑑定事務所

〒 287-0003 TEL： 0478-79-5860 ●

香取市佐原イ５４７番地５

代表者： 代表 宮崎　治夫

スズキフドウサンカンテイシジムショ 4040001016161 なし

（株）鈴木不動産鑑定士事務所

〒 262-0032 TEL： 043-375-3797 ●

千葉市花見川区幕張町四丁目１８００番１　ライオンズガーデン幕張４０２号

代表者： 代表取締役 鈴木　聡

アオバホケンプラザ 6040001001153 なし

（株）あおば保険プラザ

〒 266-0031 TEL： 043-291-3717 ●

千葉市緑区おゆみ野二丁目１６番地１３

代表者： 代表取締役 大塚　芳文

タケガハラヒロクニヨウコフドウサンカンテイ 1040001111147 なし

（株）竹ケ原博邦・陽子不動産鑑定

〒 297-0022 TEL： 0475-36-7172 ●

茂原市町保１１番地１４９

代表者： 代表取締役 竹ケ原　博邦
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フナバシシコウキョウショクタクトウキシホウショシキョウカイ 5040005019515 なし

（一社）船橋市公共嘱託登記司法書士協会

〒 273-0011 TEL： 047-434-0976 ●

船橋市湊町二丁目５番６号

代表者： 代表理事 石井　有子

ナノハナアセットコンサルティング － なし

菜の花アセットコンサルティング ●

〒 260-0032 TEL： 043-301-6705 ●

千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階

代表者： 代表 菅野　幸作

コヅカフドウサンカンテイ 3040001015544 なし

こづか不動産鑑定（株）

〒 275-0016 TEL： 047-401-5007 ●

習志野市津田沼四丁目１０番３２　コーポマローネ３０３号

代表者： 代表取締役 小塚　隆雄

サクマタタミテン 2040002022318 なし

（有）佐久間畳店

〒 273-0004 TEL： 047-431-3415 ●

船橋市南本町８番２５号

代表者： 代表取締役 鎌形　昇

ディーズファクト － なし

ディーズファクト

〒 273-0046 TEL： 047-430-5537 ●

船橋市上山町３‐６３３‐１

代表者： 事業主 小林　大作

ヤマモトカンテイ － なし

山本鑑定

〒 299-1161 TEL： 0439-72-2727 ●

君津市北子安４丁目２９番１０号

代表者： 代表 山本　洋一

ワカバソウゴウカンテイ 9040003001099 なし

（同）わかば総合鑑定

〒 273-0012 TEL： 043-330-3549 ●

千葉市美浜区中瀬一丁目３番地　幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ

代表者： 代表社員 中村　暁美

ナグラハクセイジョ － なし

名倉剥製所

〒 273-0112 TEL： 047-443-4646 ●

鎌ヶ谷市東中沢三丁目１５番１２号

代表者： 上野　幸貴

イーブンライフ 9040001014904 なし ● ● ●

（株）イーブン・ライフ ●

〒 275-0014 TEL： 047-769-7151 ●

習志野市鷺沼二丁目５番２９‐２０３号

代表者： 代表取締役 三橋　孝夫
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ナカジマフドウサンカンテイジムショ － なし

中島不動産鑑定事務所

〒 273-0005 TEL： 047-489-5730 ●

船橋市本町四丁目２７番１０号　ＡＸＩＳ２０１

代表者： 中島　毅

ニッポンギノウキョウイクキコウ 6011101081567 なし

（株）日本技能教育機構

〒 270-1132 TEL： 04-7186-7388 ●

我孫子市湖北台三丁目３番１０号

代表者： 代表取締役 松本　正登

ティーイーシーフドウサンカンテイ － なし

ＴＥＣ不動産鑑定

〒 275-0026 TEL： 047-489-1707 ●

習志野市谷津５丁目１８番２５号

代表者： 代表 高橋　貴俊

パワーネクスト 3040001114180 なし

パワーネクスト（株） ●

〒 260-0015 TEL： 0479-85-7676 ●

千葉市中央区富士見一丁目１４番１３号

代表者： 代表取締役 八木　敏之

アイシーエス 5040002086657 なし

（有）アイシーエス ●

〒 287-0003 TEL： 0478-50-1236 ●

香取市佐原イ５０５番地

代表者： 代表取締役 平塚　丈泰

ケイアイ 4040001042199 なし

（株）ケイ・アイ

〒 264-0024 TEL： 043-301-3616 ●

千葉市若葉区高品町８９９番地１‐１‐９０４号

代表者： 代表取締役 伊藤　喜郎
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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

タイヘイヨウインサツ 4010001021791 なし

太平洋印刷（株）

〒 101-0034 TEL： 03-3256-8651 ●

東京都千代田区神田東紺屋町３０番地

代表者： 代表取締役 福武　正廣

カワサキコウサン 5020001065110 なし

（株）川崎興産

〒 215-0002 TEL： 044-966-1531 ●

神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目１５番１１号

代表者： 代表取締役 片岡　扶美子

シンコウケンセツ　 1010001018642 チバエイギョウショ

信幸建設（株） 信幸建設（株）　千葉営業所

〒 101-0048 TEL： 03-5256-5610 〒 260-0024 TEL： 043-204-4708 ●

東京都千代田区神田司町二丁目２番地７ 千葉市中央区中央港１丁目１２番地３号千葉東亜ビル１階 及川　秀幸

代表者： 代表取締役社長 高橋　功

セントラルサービス 1180001017099 チバエイギョウショ

（株）セントラルサービス （株）セントラルサービス　千葉営業所

〒 461-0025 TEL： 052-931-3677 〒 292-0043 TEL： 0438-97-5300 ●

愛知県名古屋市東区徳川一丁目９０１番地サンエース徳川８階 木更津市東太田四丁目２０番５９号 川崎　保之

代表者： 代表取締役 東　孝一

サンコーヤクヒン 5010801004433 チバエイギョウショ

サンコー薬品（株） サンコー薬品（株）　千葉営業所

〒 144-0045 TEL： 03-3732-4678 〒 262-0001 TEL： 090-8584-4678 ●

東京都大田区南六郷二丁目２８番４号 千葉市花見川区横戸町２６番１３号 三枝　一人

代表者： 代表取締役 土屋　義

キワコウギョウ　 3010001014565 なし

紀和興業（株）

〒 102-0084 TEL： 03-5410-3621 ●

東京都千代田区二番町１番地

代表者： 代表取締役 池浦　喜一郎

ソフトバンク 9010401052465 なし ●

ソフトバンク（株） ●

〒 105-7316 TEL： 03-6889-2699 ● ●

東京都港区東新橋一丁目９番１号

代表者： 代表取締役 今井　康之

クロイサンギョウ 4390001000502 なし

黒井産業（株）

〒 990-0057 TEL： 023-631-6220 ●

山形県山形市宮町二丁目１１番９号

代表者： 代表取締役 高橋　博剛
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ジジツウシンシャ 7010001018703 なし ● ●

（株）時事通信社 ● ●

〒 104-8178 TEL： 03-6800-1111 ●

東京都中央区銀座五丁目１５番８号

代表者： 代表取締役社長 境　克彦

ヒガシニホンイワタニガス 2010401057116 エイギョウブ

東日本イワタニガス（株） 東日本イワタニガス（株）　本社営業部

〒 105-0003 TEL： 047-704-3015 〒 272-0127 TEL： 047-704-3010 ●

東京都港区西新橋三丁目２１番８号 市川市塩浜２丁目１７　岩谷産業（株）東京ガスセンター内 藤冨　俊二

代表者： 代表取締役社長 山本　裕

シマヅアクセス 7010501009474 なし

（株）島津アクセス

〒 111-0053 TEL： 03-5820-3280 ●

東京都台東区浅草橋５丁目２０番８号

代表者： 代表取締役 安藤　修

ショウコーポレーション 8011101032485 なし

（株）ショウ・コーポレーション

〒 162-0056 TEL： 03-5368-2011 ●

東京都新宿区若松町９番１２号

代表者： 代表取締役 和田　功

エデュケーショナルネットワーク 5010001082973 なし ●

（株）エデュケーショナルネットワーク ● ● ●

〒 102-0071 TEL： 03-5275-2101 ● ●

東京都千代田区富士見二丁目１１番１１号

代表者： 代表取締役 二瓶　嘉男

トウキョウメンタルヘルス 9013301022703 なし

東京メンタルヘルス（株） ●

〒 171-0021 TEL： 03-3986-3220 ●

東京都豊島区西池袋二丁目３９番８号ローズベイ池袋ビル３階

代表者： 代表取締役 武藤　清榮

コウガクシャ 7020001075363 なし

（株）興学社

〒 215-0004 TEL： 044-959-4001 ●

神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１番１号　新百合ヶ丘シティビルディング５階

代表者： 代表取締役社長 池田　晃

ヒカリビジネスフォーム 5010101003318 チバケンエイギョウショ

光ビジネスフォーム（株） 光ビジネスフォーム（株）　千葉県営業所

〒 193-0834 TEL： 042-663-1635 〒 278-0051 TEL： 04-7129-2216 ●

東京都八王子市東浅川町５５３番地 野田市七光台１７０ 桑原　幸一

代表者： 代表取締役 松本　康宏

トウキョウキュウエイ 9010001061230 チバエイギョウショ ●

（株）東京久栄 （株）東京久栄　千葉営業所 ● ● ●

〒 101-0032 TEL： 03-5809-3964 〒 299-0102 TEL： 0436-22-1211 ●

東京都千代田区岩本町二丁目４番２号 市原市青柳１丁目１７番１２号 木村　一隆

代表者： 代表取締役社長 高月　邦夫
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トウキョウカイジョウニチドウカサイホケン 2010001008824 チバシテン

東京海上日動火災保険（株） 東京海上日動火災保険（株）　千葉支店

〒 100-8050 TEL： 03-3212-6211 〒 260-0031 TEL： 043-301-7740 ●

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 千葉市中央区新千葉１丁目４番３号　ＷＥＳＴＲＩＯ千葉フコク生命ビル１１階 川杉　朋弘

代表者： 代表取締役 広瀬　伸一

インソース 5010001080795 マクハリジギョウショ ● ●

（株）インソース （株）インソース　幕張事業所 ● ● ●

〒 101-0054 TEL： 03-5259-0070 〒 262-0033 TEL： 043-307-7501 ●

東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル５Ｆ 千葉市花見川区幕張本郷１‐２‐２０ビレッジ１０５　４階 川嵜　晃佑

代表者： 代表取締役 舟橋　孝之

アルソックアンシンケアサポート 3010801000426 なし

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） ●

〒 143-0023 TEL： 03-3773-2021 ● ●

東京都大田区山王一丁目３番５号

代表者： 代表取締役 尻無濱　秀治

カントウリクウンシンコウセンター 1011105005353 なし

（一財）関東陸運振興センター

〒 160-0004 TEL： 03-3357-1711 ●

東京都新宿区四谷一丁目６番１号　四谷タワー

代表者： 代表理事 山下　邦勝

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

ニホンエーティーエムヒューマンソリューション 6010401075394 なし ● ●

日本ＡＴＭヒューマン・ソリューション（株） ●

〒 105-0013 TEL： 03-6380-5200 ●

東京都港区浜松町一丁目３０番５号　浜松町スクエア７階

代表者： 代表取締役社長 新津　隆之

ソンガイホケンジャパン 4011101023372 チバシテン

損害保険ジャパン（株） 損害保険ジャパン（株）　千葉支店 ●

〒 160-8338 TEL： 03-3349-3111 〒 260-0026 TEL： 043-243-3086 ●

東京都新宿区西新宿一丁目２６番１号 千葉市中央区千葉港８番４号 水越　真一郎

代表者： 代表取締役 西澤　敬二

サンヨウジドウシャ 2010601040490 チバエイギョウショ

三陽自動車（株） 三陽自動車（株）　千葉営業所 ●

〒 135-0033 TEL： 03-5679-6234 〒 284-0027 TEL： 043-304-8400 ●

東京都江東区深川二丁目６番１１号 四街道市栗山９２５番２ 三上　和広

代表者： 代表取締役 寺田　学

トウヨウシンゴウツウシンシャ 3020001027946 なし

（株）東洋信号通信社

〒 231-0862 TEL： 045-510-2349 ●

神奈川県横浜市中区山手町１８６番地

代表者： 代表取締役 小島　信吾
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トウヨウシギョウ 2120001039189 アイピーエスジギョウブ ●

東洋紙業（株） 東洋紙業（株）　ＩＰＳ事業部

〒 556-8555 TEL： 06-6567-2111 〒 140-8670 TEL： 03-3450-2483 ●

大阪府大阪市浪速区芦原一丁目３番１８号 東京都品川区南品川６丁目１番５号 衣笠　文朗

代表者： 代表取締役 小川　淳

トウキョウカイジョウニチドウパートナーズトキオ 3011001036062 チバシテン

（株）東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ （株）東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ　千葉支店

〒 151-8560 TEL： 03-3375-8468 〒 260-0028 TEL： 043-241-1122 ●

東京都渋谷区代々木二丁目１１番１５号　新宿東京海上日動ビル 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル６階 河野　健二

代表者： 代表取締役 山下　徹

ムサシコウハツ 3030001036384 チバエイギョウショ ● ●

ムサシ興発（株） ムサシ興発（株）　千葉営業所 ● ●

〒 340-0813 TEL： 048-997-2915 〒 263-0005 TEL： 043-258-7689 ●

埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 千葉市稲毛区長沼町１３１番地３ 永瀬　譲

代表者： 代表取締役 鴇田　耕一

ミツイスミトモカイジョウカサイホケン 6010001008795 チバシテン

三井住友海上火災保険（株） 三井住友海上火災保険（株）　千葉支店

〒 101-8011 TEL： 03-3259-3111 〒 260-0013 TEL： 043-225-2713 ●

東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 千葉市中央区中央４丁目７番４号 鈴木　宏

代表者： 代表取締役 原　典之

タクハイ 3010001004665 なし ●

（株）宅配 ● ●

〒 113-0033 TEL： 03-3815-9711 ●

東京都文京区本郷四丁目１１番５号

代表者： 代表取締役 斜森　太郎

ヤマムロ 8010501014168 なし

（株）山室

〒 111-0041 TEL： 03-3844-8206 ●

東京都台東区元浅草二丁目２番１５号

代表者： 代表取締役 畑　純一

ニホンフドウサンケンキュウショ 2010405009567 チバシショ

（一財）日本不動産研究所 （一財）日本不動産研究所　千葉支所 ●

〒 105-8485 TEL： 03-3503-5341 〒 260-0027 TEL： 043-302-1081 ●

東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 千葉市中央区新田町１番１号 小出　修身

代表者： 理事長 日原　洋文

ジェイレック 2011601003207 チバシテン ● ● ● ●

（株）ジェイレック （株）ジェイレック　千葉支店 ●

〒 177-0053 TEL： 03-3594-0597 〒 271-0087 TEL： 047-368-2821 ● ●

東京都練馬区関町南一丁目１２番４号 松戸市三矢小台三丁目９番１４号２階 臼倉　宏直

代表者： 代表取締役 加藤　裕之

スポーツクラブナス 9010601041375 なし ●

スポーツクラブＮＡＳ（株） ●

〒 100-0005 TEL： 03-6259-1871 ●

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

代表者： 代表取締役社長 柴山　良成
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トウケイデンサン 4020001069830 なし ●

（株）東計電算 ● ●

〒 211-8550 TEL： 044-430-1311 ●

神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地

代表者： 代表取締役 甲田　英毅　

ナカタニキコウ 9140001050402 トウキョウジギョウショ ●

中谷機工（株） 中谷機工（株）　東京事業所

〒 661-0001 TEL： 06-6421-3010 〒 273-0018 TEL： 0474-31-1007 ●

兵庫県尼崎市塚口本町六丁目８番１８号 船橋市栄町１‐１８‐９ 芦田　紀文

代表者： 代表取締役社長 中谷　憲正

ダイイチカンキョウ 1010401092221 ヒガシカントウシテン ●

第一環境（株） 第一環境（株）　東関東支店 ●

〒 107-0052 TEL： 03-6277-7690 〒 285-0811 TEL： 043-481-0266 ●

東京都港区赤坂二丁目２番１２号 佐倉市表町四丁目７番地１ 松田　裕司

代表者： 代表取締役社長 岡地　雄一

モリタテクノス 9120001132334 ヒガシニホンエイギョウブ

（株）モリタテクノス （株）モリタテクノス　東日本営業部

〒 669-1339 TEL： 079-568-7171 〒 274-0081 TEL： 047-457-2191 ●

兵庫県三田市テクノパーク３２番地 船橋市小野田町１５３０番地 小林　功

代表者： 代表取締役 中川　茂

ヴェオリアジェネッツ 7010401085351 カントウシテン ● ● ●

ヴェオリア・ジェネッツ（株） ヴェオリア・ジェネッツ（株）　関東支店 ●

〒 108-0022 TEL： 03-6858-3300 〒 261-7117 TEL： 043-213-8621 ●

東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 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 在原　祐機

代表者： 代表取締役 内野　一尋

ジャムコ 6012401012609 コウクウキセイビジギョウブ　

（株）ジャムコ （株）ジャムコ　航空機整備事業部　

〒 181-8571 TEL： 042-503-9900 〒 160-0004 TEL： 03-5369-6620 ●

東京都三鷹市大沢六丁目１１番２５号 東京都新宿区四谷４丁目１番地 名取　洋司

代表者： 代表取締役社長 大喜多　治年

カワイガッキセイサクショ 2080401001323 チバコウキョウハンテン

（株）河合楽器製作所 （株）河合楽器製作所　千葉公教販店 ●

〒 430-8665 TEL： 053-457-1314 〒 260-0011 TEL： 043-224-1115 ●

静岡県浜松市中区寺島町２００番地 千葉市中央区中央三丁目１０番４号 内　弘一郎

代表者： 代表取締役 河合　弘隆

カワハラチョウジュウボウエキ 8010401007420 なし

川原鳥獣貿易（株）

〒 108-0073 TEL： 03-3455-0511 ●

東京都港区三田四丁目１番３７号

代表者： 代表取締役 川原　一志

ディグ 6010001050987 マツドエイギョウショ

（株）ディグ （株）ディグ　松戸営業所

〒 104-0043 TEL： 03-3551-3060 〒 270-2214 TEL： 047-710-0828 ●

東京都中央区湊二丁目８番７号 松戸市松飛台２４１番３ 大槻　令

代表者： 代表取締役 杉井　康之
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ノガミ 6110001004553 カントウシテン

（株）ノガミ （株）ノガミ　関東支店

〒 950-1136 TEL： 025-280-6620 〒 286-0045 TEL： 0476-24-3218 ●

新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 成田市並木町２２１番地 桐谷　優

代表者： 代表取締役 野上　清隆

トウニチカンコウ 4020001073907 チバシテン

東日観光（株） 東日観光（株）　千葉支店

〒 104-0032 TEL： 03-6374-4370 〒 260-0824 TEL： 043-305-0651 ●

東京都中央区八丁堀１丁目２番地８　ニッケ東京ビル４階 千葉市中央区浜野町９９５番１号 大迫　慎治

代表者： 代表取締役社長 井口　勝正

コウノイケメディカル 7010001058872 チバエイギョウショ ● ●

鴻池メディカル（株） 鴻池メディカル（株）　千葉営業所 ●

〒 100-0006 TEL： 03-3580-3860 〒 290-0045 TEL： 0436-24-6301 ●

東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 市原市五井南海岸８番の１ 西丸　重喜

代表者： 代表取締役 本村　明則

ソウワ 2011701011638 なし

（株）創和

〒 133-0061 TEL： 03-5637-8888 ●

東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号

代表者： 代表取締役 石住　義光

トウブトップツアーズ 4013201004021 チバシテン

東武トップツアーズ（株） 東武トップツアーズ（株）　千葉支店 ●

〒 131-0045 TEL： 03-5704-3751 〒 260-0028 TEL： 043-243-0109 ●

東京都墨田区押上一丁目１番２号 千葉市中央区新町１８番１０号千葉第一生命ビル５階 津金　貴浩

代表者： 代表取締役 坂巻　伸昭

フジサンギョウ 6011801011484 なし

富士産業（株）

〒 121-0813 TEL： 03-3858-6666 ●

東京都足立区竹の塚七丁目１２番１号

代表者： 代表取締役 武士　裕三

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

フジソフトサービスビューロ 1010601027646 なし ● ●

富士ソフトサービスビューロ（株） ● ●

〒 130-0022 TEL： 03-5600-1731 ●

東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号

代表者： 代表取締役 佐藤　諭

ニホンサンギョウカウンセラーキョウカイ 6010405001009 ヒガシカントウシブ

（一社）日本産業カウンセラー協会 （一社）日本産業カウンセラー協会　東関東支部

〒 105-0004 TEL： 03-3438-4568 〒 277-0005 TEL： 04-7168-7160 ●

東京都港区新橋６丁目１７番１７号　御成門センタービル６階 柏市柏二丁目６番１７号 中村　恒美

代表者： 代表理事 小原　新
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ツジホンゴウゼイリシホウジン 1011105001880 なし ●

辻・本郷税理士法人 ●

〒 160-0022 TEL： 03-5323-3301 ●

東京都新宿区新宿四丁目１番６号ＪＲ新宿ミライナタワー２８階

代表者： 代表社員 徳田　孝司

ニホントータルテレマーケティング 4011001045013 なし ● ● ●

日本トータルテレマーケティング（株） ● ● ● ● ●

〒 150-0002 TEL： 03-6730-0003 ●

東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号

代表者： 代表取締役 森　真吾

キンキニッポンツーリストシュトケン 2010001187437 チバシテン ● ●

（株）近畿日本ツーリスト首都圏 （株）近畿日本ツーリスト首都圏　千葉支店 ● ●

〒 101-8641 TEL： 03-6863-0322 〒 260-0013 TEL： 043-227-9451 ●

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 千葉市中央区中央三丁目３番８号 児玉　靖生

代表者： 代表取締役 大原　浩

シュクイチ 4010501005559 なし

（株）祝一

〒 111-0053 TEL： 03-5879-3388 ●

東京都江戸川区松江四丁目２３番１６号

代表者： 代表取締役 柴田　哲史

エコシティサービス 9020001057426 なし ●

（株）エコシティサービス ●

〒 224-0032 TEL： 045-941-5725 ●

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８番３３号サウスコア２０５号室

代表者： 代表取締役 杉本　憲二

フソウソッキインサツ 9010001027784 なし

扶桑速記印刷（株）

〒 101-0053 TEL： 03-3294-8017 ●

東京都千代田区神田美土代町７番地４

代表者： 代表取締役 鎌形　忍

セントラルスポーツ 5010001048124 ケンコウサポートブ ● ●

セントラルスポーツ（株） セントラルスポーツ（株）　健康サポート部 ●

〒 104-8255 TEL： 03-5543-1800 〒 104-8255 TEL： 03-5543-1888 ● ●

東京都中央区新川一丁目２１番２号 東京都中央区新川一丁目２１番２号 坂上　直樹

代表者： 代表取締役 後藤　聖治

ワタキューセイモア 7130001037872 チバエイギョウショ ●

ワタキューセイモア（株） ワタキューセイモア（株）　千葉営業所

〒 610-0396 TEL： 0774-82-5101 〒 260-0013 TEL： 043-308-6161 ● ●

京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 佐倉市太田２４６４番１ 飯島　賢

代表者： 代表取締役 村田　清和

テイケイトレード 5011101037669 なし ● ●

テイケイトレード（株） ● ● ●

〒 160-0021 TEL： 03-5155-0391 ●

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 岡田　竜也

058

059

060

055

056

支店長
057

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 99 ﾛ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

部長
061

所長
062

063



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

オフィスバスターズ 8010001096335 なし ●

（株）オフィスバスターズ

〒 101-0032 TEL： 03-6262-3123 ●

東京都中央区日本橋室町一丁目５番３号

代表者： 代表取締役 天野　太郎

ダイシントウ 8012401019180 チバエイギョウショ

大新東（株） 大新東（株）　千葉営業所 ●

〒 182-0021 TEL： 03-6731-9110 〒 262-0033 TEL： 043-275-4132 ●

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 千葉市花見川区幕張本郷７丁目８番１０号 今関　勇一郎

代表者： 代表取締役 森下　哲好

メディカルワールド　 6010401052641 チバシテン

（株）メディカルワールド （株）メディカルワールド　千葉支店 ● ● ●

〒 105-0021 TEL： 03-5404-4830 〒 260-0028 TEL： 043-239-5885 ● ●

東京都港区東新橋二丁目９番５号 千葉市中央区新町１０００番地　センシティビル２１階 武藤　洋美

代表者： 代表取締役 堀　伸成

キノクニヤショテン 4011101005131 チバエイギョウショ

（株）紀伊國屋書店 （株）紀伊國屋書店　千葉営業所

〒 153-8504 TEL： 03-3354-0131 〒 262-0033 TEL： 043-296-0188 ●

東京都目黒区下目黒３丁目７番１０号 千葉市花見川区幕張本郷１丁目１１番９号　コスモプラザ 永井　航

代表者： 代表取締役社長 高井　昌史

アルフレッサ 3010001027880 チバチュウオウジギョウショ　チバシテン

アルフレッサ（株） アルフレッサ（株）　千葉中央事業所　千葉支店

〒 101-0047 TEL： 03-3292-3331 〒 260-0843 TEL： 043-265-2131 ●

東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 千葉市中央区末広五丁目１番１号 平松　正次

代表者： 代表取締役 福神　雄介

イーピーソウゴウ 5010001081868 なし

（株）ＥＰ綜合

〒 162-0821 TEL： 03-4218-3500 ●

東京都新宿区津久戸町１番８号

代表者： 代表取締役 長岡　達磨

ニッタエアソリューションズ 9010001041323 なし ● ●

ニッタエアソリューションズ（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

ホケンカガクケンキュウショ 3020001010547 なし

（株）保健科学研究所 ●

〒 240-0005 TEL： 045-333-1661 ●

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１０６番地

代表者： 代表取締役 久川　聡

ナカバヤシ 4120001086023 トウキョウ ● ●

ナカバヤシ（株） ナカバヤシ（株）　東京本社 ●

〒 540-0031 TEL： 06-6943-5555 〒 174-8602 TEL： 03-3558-1255 ●

大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 東京都板橋区東坂下二丁目５番１号 淡路　克浩

代表者： 代表取締役 湯本　秀昭
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ジェイティービー 8010701012863 チバシテン ● ●

（株）ＪＴＢ （株）ＪＴＢ　千葉支店 ● ●

〒 140-8602 TEL： 03-5796-5822 〒 260-0015 TEL： 043-201-6315 ●

東京都品川区東品川二丁目３番１１号 千葉市中央区富士見二丁目１５番１１号　ＩＭＩ千葉富士見ビル４階 藤川　誠二

代表者： 代表取締役　社長執行役員 山北　栄二郎

ミヤコジドウシャ 7010001030311 なし

都自動車（株） ●

〒 101-0054 TEL： 03-3291-1916 ●

東京都千代田区神田錦町三丁目１３番地

代表者： 代表取締役 鶴野　正勝

セイカツキョウドウクミアイコープミライ 5030005001408 なし

生活協同組合コープみらい ●

〒 336-8523 TEL： 048-864-1181 ●

埼玉県さいたま市南区根岸一丁目５番５号

代表者： 代表理事 熊崎　伸

トランスコスモス 3011001041302 なし ● ●

トランス・コスモス（株） ● ● ● ●

〒 150-8530 TEL： 03-4363-0339 ●

東京都渋谷区渋谷三丁目２５番１８号

代表者： 代表取締役社長 奥田　昌孝

アメニティ 9010001111877 なし

（株）アメニティ

〒 101-0062 TEL： 03-6427-6780 ●

東京都千代田区神田駿河台二丁目１０番４号　駿台興業ビル

代表者： 代表取締役 渡辺　逸弘

トウキョウコウギョウケンキュウショ 3030001057034 チバエイギョウショ ●

（株）東京航業研究所 （株）東京航業研究所　千葉営業所

〒 350-0855 TEL： 049-229-5771 〒 271-0087 TEL： 047-368-3105 ●

埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 松戸市三矢小台５丁目２６番１横尾ビル１０１号室 竹内　淑一

代表者： 代表取締役 中本　直士

アイティーエストレーディング 8010602032969 チバシテン ●

ＩＴＳトレーディング（株） ＩＴＳトレーディング（株）　千葉支店 ●

〒 135-0043 TEL： 03-5677-3666 〒 272-0137 TEL： 0473-21-4585 ●

東京都江東区塩浜一丁目４番３３‐７３８号 市川市福栄三丁目１９番１号 竹中　大樹

代表者： 代表取締役 竹中　将司

ラクテンソンガイホケン 7010001008860 ホンテンホウジンエイギョウブ

楽天損害保険（株） 楽天損害保険（株）　本店法人営業部

〒 101-8655 TEL： 03-3294-2158 〒 101-8655 TEL： 03-3294-2158 ●

東京都千代田区神田美土代町７番地 東京都千代田区神田美土代町７番地　住友不動産神田ビル 茂木　宣佳

代表者： 代表取締役社長 多田　健太郎

ニホンリョコウ 1010401023408 チバシテン ● ●

（株）日本旅行 （株）日本旅行　千葉支店 ●

〒 103-8266 TEL： 03-6895-7800 〒 260-0013 TEL： 043-227-2307 ●

東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 千葉市中央区中央２丁目３番１６号　千葉センタースクエアビル１階 新井　敏幸

代表者： 代表取締役社長 堀坂　明弘
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コンゴウヤクヒン 5230001000913 チバシテン

金剛薬品（株） 金剛薬品（株）　千葉支店

〒 930-0834 TEL： 076-451-0187 〒 261-0011 TEL： 043-277-3211 ●

富山県富山市問屋町一丁目８番７号 千葉市美浜区真砂二丁目２４番１２号 森　克俊

代表者： 取締役社長 黒瀬　雅男

エヌティティネクシア 7010401032840 なし ● ●

（株）ＮＴＴネクシア ● ● ●

〒 064-0922 TEL： 011-212-1111 ●

北海道札幌市中央区南二十二条西六丁目２番２０号

代表者： 代表取締役 高美　浩一

タック 3010001022246 なし

ＴＡＣ（株）

〒 101-8383 TEL： 03-5276-8956 ●

東京都千代田区神田三崎町三丁目２番１８号

代表者： 代表取締役 多田　敏男

ノウキョウカンコウ 7010001026202 チバシテン

（株）農協観光 （株）農協観光　千葉支店

〒 101-8613 TEL： 03-5297-0309 〒 260-0031 TEL： 043-248-1611 ●

東京都千代田区外神田一丁目１６番８号 千葉市中央区新千葉三丁目２番地６号　千葉県農業会館２階 荒　和大

代表者： 代表取締役社長 清水　清男

ニッソー 8010001033362 チバシテン

（株）ＮＩＳＳＯ （株）ＮＩＳＳＯ　千葉支店

〒 101-0025 TEL： 03-6859-7515 〒 279-0002 TEL： 047-353-6671 ●

東京都千代田区神田佐久間町一丁目２５番地 浦安市当代島一丁目２番５号 徳田　達人

代表者： 代表取締役 後藤　誠司

ミウラコウギョウ 7500001003977 チバシテン

三浦工業（株） 三浦工業（株）　千葉支店

〒 799-2696 TEL： 089-979-1111 〒 264-0028 TEL： 043-232-5211 ●

愛媛県松山市堀江町７番地 千葉市若葉区桜木６丁目２６番２８号 岡本　哲

代表者： 代表取締役社長 宮内　大介

キミコン 4210001012812 チバシテン

（株）キミコン （株）キミコン　千葉支店 ●

〒 916-0084 TEL： 0778-62-7700 〒 260-0854 TEL： 043-308-9231 ●

福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 千葉市中央区長洲２丁目７番１９号 沼本　健司

代表者： 代表取締役 木水　淳文

ウインライフ 7120001117337 チバシテン

（株）ウインライフ （株）ウインライフ　千葉支店

〒 550-0014 TEL： 06-6535-7200 〒 260-0013 TEL： 043-202-3777 ●

大阪府大阪市西区北堀江二丁目１６番７号 千葉市中央区中央３‐３‐８日進センタービル２Ｆ 西　均

代表者： 代表取締役 廣井　孝光

オオハラガクエン 3010005002310 オオハライリョウヒショフクシセンモンガッコウチバコウ

（学）大原学園 （学）大原学園　大原医療保育福祉専門学校千葉校

〒 101-8352 TEL： 03-6740-0008 〒 260-0045 TEL： 043-290-0008 ●

東京都千代田区西神田一丁目２番１０号 千葉市中央区弁天一丁目１６番２号 徳田　文秀

代表者： 理事長 中川　和久
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ニチリク 8010001033932 トケリュウツウセンター

（株）日陸 （株）日陸　土気流通センター

〒 101-0054 TEL： 03-5281-8111 〒 267-0056 TEL： 043-205-6101 ●

東京都千代田区神田錦町三丁目７番地１ 千葉市緑区大野台一丁目４‐５ 中野　博章

代表者： 代表取締役社長 能登　洋一

エヌディーケイ 9190001018774 なし

ＮＤＫ（株）

〒 454-0921 TEL： 052-364-6595 ●

愛知県名古屋市中川区中郷二丁目２７８番地の１

代表者： 代表取締役 山本　順一

イリョウホウジンザイダンハルタカカイ 5010605002699 なし

医療法人財団はるたか会　

〒 130-0005 TEL： 03-6658-8792 ●

東京都墨田区東駒形一丁目３番１５号マーナビル２階

代表者： 理事長 前田　浩利　

イージスグループ － チバジギョウショ

イージス・グループ（責） イージス・グループ（責）　千葉事業所 ●

〒 510-0061 TEL： 059-359-7670 〒 266-0011 TEL： 043-312-1225 ●

三重県四日市市朝日町１番４号 千葉市緑区鎌取町７９５番地１ 渡邊　大介

代表者： 職務執行者 斎藤　孝宏

ミノシギョウ 4011801012385 なし

美濃紙業（株）

〒 120-0025 TEL： 03-3882-4922 ●

東京都足立区千住東二丁目２３番３号

代表者： 代表取締役社長 近藤　勝

ニットウカコウキ 5010601006547 なし ●

日東化工機（株）

〒 135-0006 TEL： 03-3633-7802 ●

東京都江東区常盤一丁目１７番１１号

代表者： 代表取締役 牛込　公彦

ポニーコウギョウ 7120001089337 なし

ポニー工業（株）

〒 541-0057 TEL： 06-6262-2451 ●

大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目３番６号

代表者： 代表取締役 吉荒　俊克

アイオイニッセイドウワソンガイホケン 3011001027739 チバシテン　

あいおいニッセイ同和損害保険（株） あいおいニッセイ同和損害保険（株）　千葉支店　

〒 150-8488 TEL： 03-5424-0101 〒 260-0033 TEL： 043-245-1261 ●

東京都渋谷区恵比寿一丁目２８番１号 千葉市中央区登戸一丁目２１番８号 本田　陽一郎

代表者： 代表取締役社長 金杉　恭三

ケンチクシリョウケンキュウシャ 6013301028166 チバシテン　チバコウ

（株）建築資料研究社 （株）建築資料研究社　千葉支店　千葉校

〒 171-0014 TEL： 03-3988-4715 〒 260-0032 TEL： 043-244-0121 ●

東京都豊島区池袋二丁目５０番１号 千葉市中央区登戸一丁目２番１０号 梁田　馨

代表者： 代表取締役 馬場　栄一
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ミクニヤケンセツ 9050001020819 チバシテン

三国屋建設（株） 三国屋建設（株）　千葉支店

〒 314-0112 TEL： 0299-96-5068 〒 273-0018 TEL： 047-433-7805 ●

茨城県神栖市知手中央二丁目１番２号 船橋市栄町二丁目６番６号 清水　健

代表者： 代表取締役 和田　英司

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 高橋　和之

代表者： 代表取締役 金津　市明

キングランメディケア 2010001083231 チバシシャ ● ●

キングラン・メディケア（株） キングラン・メディケア（株）　千葉支社

〒 101-0041 TEL： 03-5296-5505 〒 273-0003 TEL： 047-460-5818 ● ●

東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 船橋市宮本六丁目３０番８号 杉田　浩

代表者： 代表取締役 松原　達也

ヘイセイエンタープライズ 5030001048782 コダイラエイギョウショ

（株）平成エンタープライズ （株）平成エンタープライズ　小平営業所

〒 354-0015 TEL： 048-487-7019 〒 187-0004 TEL： 042-347-3833 ●

埼玉県志木市本町五丁目２２番２６号 東京都小平市天神町２‐１１‐４５ 鈴木　昌子

代表者： 代表取締役 田倉　貴弥

エクシオジャパン 3020001056565 なし

（株）エクシオジャパン

〒 220-0004 TEL： 045-322-5612 ●

神奈川県横浜市西区北幸二丁目４番３号ＧＭ２１ビル３階

代表者： 代表取締役社長 佐伯　猛

ニッポンアンテナ 4011501008048 チバエイギョウショ

日本アンテナ（株） 日本アンテナ（株）　千葉営業所

〒 116-8561 TEL： 03-3893-5235 〒 260-0843 TEL： 043-265-6401 ●

東京都荒川区西尾久七丁目４９番８号 千葉市中央区末広２‐１‐１８ 熊野　英範

代表者： 代表取締役 瀧澤　功一

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

エドガワガクエン 7011705000491 なし

（学）江戸川学園

〒 133-8552 TEL： 03-3659-1241 ●

東京都江戸川区東小岩五丁目２２番１号

代表者： 理事長 木内　英仁

マルコシ 8011801012126 なし

（株）マルコシ

〒 123-0865 TEL： 03-5662-0542 ●

東京都足立区新田２丁目１０番６号

代表者： 代表取締役社長 大森　健正
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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 山本　浩一

イビソク 9200001013229 チバエイギョウショ

（株）イビソク （株）イビソク　千葉営業所 ●

〒 503-0854 TEL： 0584-89-5507 〒 285-0927 TEL： 043-481-8910 ●

岐阜県大垣市築捨町三丁目１０２番地 船橋市本郷町４０５　２０３号 古市　俊幸

代表者： 代表取締役 森　允

アテナ 4011701000317 なし ●

（株）アテナ ● ● ●

〒 134-8585 TEL： 03-3689-6231 ●

東京都江戸川区臨海町５丁目２番２号

代表者： 代表取締役社長 渡辺　剛彦

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： 03-6635-4667 ●

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 永井　貴徳

トウキョウリーガルマインド 2010001093321 なし

（株）東京リーガルマインド ● ● ●

〒 101-0061 TEL： 03-5913-6085 ●

東京都千代田区神田三崎町二丁目２番１２号

代表者： 代表取締役 反町　雄彦

クリハラシザイ 8011501006238 なし ● ●

栗原紙材（株）

〒 116-0014 TEL： 03-3806-1751 ●

東京都荒川区東日暮里一丁目２７番９号

代表者： 代表取締役 栗原　正雄

イトーキ 9120001014301 チバシテン

（株）イトーキ （株）イトーキ　千葉支店 ● ● ●

〒 103-6113 TEL： 03-6910-3913 〒 261-7121 TEL： 043-304-5510 ● ●

東京都中央区日本橋二丁目５番１号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番１号 野口　賢二

代表者： 代表取締役社長 平井　嘉朗

スターロードシステム 1180001069735 チバシテン ●

（株）スターロードシステム （株）スターロードシステム　千葉支店 ●

〒 470-1101 TEL： 0562-57-4401 〒 292-0044 TEL： 0438-40-4861 ●

愛知県豊明市沓掛町丘下１２番地１ 木更津市太田四丁目２０番８号　ＨＡＴＡＮＯＰＩＡ‐１　３階　西 平井　直之

代表者： 代表取締役 井島　則夫

ニッシンカサイカイジョウホケン 2010001008733 チバサービスシテン

日新火災海上保険（株） 日新火災海上保険（株）　千葉サービス支店

〒 101-0062 TEL： 03-3292-8000 〒 272-0143 TEL： 043-244-0521 ●

東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地 千葉市中央区新町２４‐９　千葉ウエストビル７Ｆ 矢作　朋信

代表者： 取締役社長 織山　晋
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シゼンキョウイクケンキュウセンター 8012801000649 なし ● ●

（株）自然教育研究センター ● ●

〒 190-0022 TEL： 042-528-6595 ●

東京都立川市錦町二丁目１番２２号

代表者： 代表取締役 税所　功一

トウデンヨウチ 9011501014272 なし

東電用地（株） ●

〒 116-0013 TEL： 03-6371-1130 ●

東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号

代表者： 代表取締役社長 小河原　克実

ガッケンココファンスタッフ 9010701020733 なし

（株）学研ココファンスタッフ

〒 141-8420 TEL： 03-6431-1606 ●

東京都品川区西五反田二丁目１１番８号

代表者： 代表取締役 小早川　仁

メイテツカンコウサービス 4180001033060 チバシテン

名鉄観光サービス（株） 名鉄観光サービス（株）　千葉支店 ●

〒 450-8577 TEL： 043-225-3731 〒 260-0015 TEL： 043-225-3731 ●

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 千葉市中央区富士見二丁目２０番１号 比留間啓介

代表者： 取締役社長 大西　哲郎

レッドホースコーポレーション 7010001024767 なし

レッドホースコーポレーション（株）

〒 135-0061 TEL： 03-5144-5721 ●

東京都江東区豊洲三丁目２番２４号　豊洲フォレシア９階

代表者： 代表執行役 宮本　隆温

ヒューマンアカデミー 4011101055952 なし ●

ヒューマンアカデミー（株） ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-6846-8981 ●

東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号

代表者： 代表取締役 川上　輝之

アズサイエンス 8100001013784 チバエイギョウショ

アズサイエンス（株） アズサイエンス（株）　千葉営業所

〒 399-8754 TEL： 0263-58-0021 〒 264-0028 TEL： 043-214-7011 ●

長野県松本市村井町西二丁目３番３５号 千葉市若葉区桜木六丁目１４番１号 中島　克安

代表者： 代表取締役 鈴木　孝

ポピンズ 5011001011146 なし

（株）ポピンズ

〒 150-0012 TEL： 03-3447-5826 ● ●

東京都渋谷区広尾五丁目６番６号広尾プラザ５階

代表者： 代表取締役 轟　麻衣子

イーシーシー 6120001060629 なし

（株）ＥＣＣ

〒 530-0044 TEL： 06-7670-0144 ●

大阪府大阪市北区東天満一丁目１０番２０号

代表者： 代表取締役社長 山口　勝美
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ジェイテック 9010001065586 なし

（株）ジェイテック

〒 104-0031 TEL： 03-6228-7273 ●

東京都中央区京橋１丁目１０番７号ＫＰＰ八重洲ビル

代表者： 代表取締役社長　 藤本　彰

グッドスタッフ 8011401015000 なし ● ● ● ●

（株）グッドスタッフ ● ● ● ●

〒 173-0026 TEL： 03-5986-2280 ●

東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階

代表者： 代表取締役 高鍬　仁一

エイチアイエス 6011101002696 ホウジンエイギョウホンブ　ダイニエリアエイギョウブ　チバエイギョウショ

（株）エイチ・アイ・エス （株）エイチ・アイ・エス　法人営業本部　第二エリア営業部　千葉営業所

〒 160-0023 TEL： 050-1743-0080 〒 273-0005 TEL： 047-410-1081 ●

東京都新宿区西新宿六丁目２番１８号 船橋市本町２‐１‐３４　船橋スカイビル５階 石塚　三江子

代表者： 代表取締役 澤田　秀雄

イシカワコーポレーション 3011701012172 なし ● ●

（株）イシカワコーポレーション ● ●

〒 134-0083 TEL： 03-5659-8720 ●

東京都江戸川区中葛西５丁目３２番８号　圭盟ビル

代表者： 代表取締役 寺田　大介

ニッポンマニュファクチャリングサービス 7011101078380 なし

日本マニュファクチャリングサービス（株）

〒 163-1445 TEL： 03-5333-1715 ●

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

代表者： 代表取締役 小野　文明

ディーエムコウコクシャ 7010601004821 なし ●

（株）ディー・エム広告社 ●

〒 136-0072 TEL： 03-3637-9311 ●

東京都江東区大島一丁目９番８号

代表者： 代表取締役 藤本　耕平

キョウエイカサイカイジョウホケン 3010401050012 なし

共栄火災海上保険（株）

〒 105-8604 TEL： 03-3504-0131 ●

東京都港区新橋一丁目１８番６号

代表者： 代表取締役 助川　龍二

ジャパンエアマット 9290001033739 チバエイギョウショ

ジャパンエアマット（株） ジャパンエアマット（株）　千葉営業所

〒 812-0044 TEL： 092-641-5085 〒 263-0004 TEL： 043-424-8771 ●

福岡県福岡市博多区千代１丁目１番５号 千葉市稲毛区六方町１０８番地４ 平山　龍利

代表者： 代表取締役社長 中島　健介

ベルテック 2010001028871

（株）ベルテック （株）ベルテック　本社 ● ●

〒 162-0824 TEL： 03-3235-9111 〒 162-0824 TEL： 03-3235-9111 ●

東京都新宿区揚場町２番１８号 東京都新宿区揚場町２番１８号

代表者： 代表取締役社長 金井　正明
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ビジネスサポート 7180001057420 チバエイギョウショ

（株）ビジネスサポート （株）ビジネスサポート　千葉営業所

〒 461-0005 TEL： 052-212-8792 〒 260-0015 TEL： 043-382-9674 ●

愛知県名古屋市東区東桜１丁目３番７号 千葉市中央区富士見１丁目１４番１３号　千葉大栄ビル８階

代表者： 代表取締役 今枝　弘之
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ニホンソウゴウフドウサンカンテイ 2010401040996 チバシシャ

（株）日本総合不動産鑑定 （株）日本総合不動産鑑定　千葉支社

〒 105-0004 TEL： 03-5408-7855 〒 270-1326 TEL： 0476-36-4216 ●

東京都港区新橋六丁目２３番７号　新橋ＴＳビル 印西市木下１６３８番１ 上條　公太郎

代表者： 代表取締役 佐藤　裕子

マルビシギョウセイチズ 9010501026435 チバエイギョウショ ● ●

（株）丸菱行政地図 （株）丸菱行政地図　千葉営業所 ●

〒 110-0008 TEL： 03-5815-4830 〒 262-0032 TEL： 043-213-6634 ●

東京都台東区池之端二丁目５番４１号 千葉市花見川区幕張町四丁目６８１番地３ 白石　光博

代表者： 代表取締役 吉冨　明

オオコウチフドウサンカンテイジムショ 1011101003732 チバシショ

（株）大河内不動産鑑定事務所 （株）大河内不動産鑑定事務所　千葉支所

〒 160-0022 TEL： 03-3356-3024 〒 272-0823 TEL： 047-326-1985 ●

東京都新宿区新宿一丁目３０番５号 市川市東菅野一丁目２番８号　ユノビル２階４号 張間　雄次

代表者： 代表取締役 張間　雄次

イリョウブンセキセンター 5013401000918 なし

（株）医療分析センター

〒 101-0024 TEL： 03-5809-3124 ●

東京都千代田区神田和泉町１番地３の４

代表者： 代表取締役 川畑　一幸

ジェイピージー 1010602029781 なし

（有）Ｊ．Ｐ．Ｇ

〒 135-0016 TEL： 03-6458-6171 ●

東京都江東区東陽一丁目２５番４号

代表者： 取締役 天野　秀太郎

エイム 2030001001034 なし ● ● ●

（株）エイム

〒 330-0052 TEL： 048-882-0901 ● ●

埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目１１番３号

代表者： 代表取締役 堀江　忍

トウキョウネバーランド 9011101038218 なし

（株）東京ネバーランド ●

〒 220-0004 TEL： 045-620-4471 ● ●

神奈川県横浜市西区北幸２丁目１番２２号

代表者： 代表取締役 木村　孝一

ナイスセフティーロード 9050001035247 チバエイギョウショ ●

（株）ナイスセフティーロード （株）ナイスセフティーロード　千葉営業所

〒 305-0005 TEL： 029-879-8388 〒 299-0246 TEL： 0438-53-7860 ●

茨城県つくば市金田字前田２０１７番地２ 袖ケ浦市長浦駅前３丁目４番２ 海老原　典行

代表者： 代表取締役 関　力男
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ベネッセコーポレーション 1260001011820 エイギョウホンブ

（株）ベネッセコーポレーション （株）ベネッセコーポレーション　営業本部

〒 700-8686 TEL： 086-225-1100 〒 700-8686 TEL： 042-356-0127 ●

岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 吉野　隆弘

代表者： 代表取締役 小林　仁

グリーンコウギョウ 6010001015255 なし

グリーン航業（株）

〒 102-0084 TEL： 03-3234-1378 ●

東京都千代田区二番町５番地５

代表者： 代表取締役社長 弘中　義夫

パナケミカル 1011301005768 なし

（株）パナ・ケミカル

〒 168-0074 TEL： 03-3302-7531 ●

東京都杉並区上高井戸一丁目８番３号　エーム館３階

代表者： 代表取締役 犬飼　健太郎

ジオダイナミック 2010601034006 トウキョウホンテン

（株）ジオダイナミック （株）ジオダイナミック　東京本店

〒 103-0023 TEL： 03-3548-3070 〒 103-0023 TEL： 03-3548-3071 ●

東京都中央区日本橋本町一丁目９番１号 東京都中央区日本橋本町一丁目９番１号 三上　博英

代表者： 代表取締役社長 河野　尊之

ジープレイス 1130001030354 トウキョウシシャ ●

（株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ （株）Ｇ‐Ｐｌａｃｅ　東京支社

〒 617-0835 TEL： 075-954-5158 〒 103-0007 TEL： 03-3663-8745 ●

京都府長岡京市城の里１０番地９ 東京都中央区日本橋浜町三丁目２６番地　浜町京都ビル３階 綾部　英寿

代表者： 代表取締役 山中　利一

アート 5120101031877 トウキョウシテン

（株）アート （株）アート　東京支店

〒 583-0863 TEL： 072-958-9075 〒 102-0076 TEL： 03-6265-6397 ●

大阪府羽曳野市蔵之内５８３番地の１ 東京都千代田区五番町５番地６‐２０９ 豊島　威信

代表者： 代表取締役 武田　豊

ケンブリッジフィルターサービス 1011001061145 なし

ケンブリッジフィルターサービス（株）

〒 150-0002 TEL： 03-6400-5501 ●

東京都港区芝三丁目１４番２号

代表者： 代表取締役社長 近藤　芳世

ジョウホウキバンカイハツ 6010001100940 なし ●

（株）情報基盤開発 ● ● ●

〒 113-0033 TEL： 03-3816-1541 ●

東京都文京区本郷二丁目２７番１８号本郷ＢＮビル５階

代表者： 代表取締役 鎌田　長明

イムラフウトウ 1120001074740 エイギョウホンブ ●

（株）イムラ封筒 （株）イムラ封筒　営業本部 ●

〒 542-0076 TEL： 06-6586-6121 〒 105-0023 TEL： 03-5419-2243 ●

大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 東京都港区芝浦一丁目２番３号 瀧口　斉

代表者： 代表取締役 井村　優
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ケンコウホケンイリョウジョウホウソウゴウケンキュウジョ 2010001084213 なし ●

（株）健康保険医療情報総合研究所 ●

〒 100-0013 TEL： 03-5511-8156 ●

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号霞が関コモンゲート西館２０階

代表者： 代表取締役 山口　治紀

オオクラコウギョウ 2470001007268 トウキョウシテン

大倉工業（株） 大倉工業（株）　東京支店

〒 763-8508 TEL： 0877-56-1111 〒 170-0013 TEL： 03-6912-5041 ●

香川県丸亀市中津町１５１５番地 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 大澤　龍太郎

代表者： 代表取締役 神田　進

ニホンウォーターテックス 5030001031508 なし

（株）日本ウォーターテックス

〒 340-0151 TEL： 0480-43-3601 ●

埼玉県幸手市緑台一丁目１９番１１号

代表者： 代表取締役 佐藤　亮

ウインディーネットワーク 2080101014435 なし ●

（株）ウインディーネットワーク

〒 415-0035 TEL： 0558-22-1511 ●

静岡県下田市東本郷一丁目１９番４号

代表者： 代表取締役 杉本　憲一

フジツウコミュニケーションサービス 3010701010715 なし

富士通コミュニケーションサービス（株）

〒 220-0012 TEL： 03-5520-1046 ●

神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号

代表者： 代表取締役社長 山本　享史

システムネオ 8240001026748 なし

（株）システム・ネオ

〒 737-0113 TEL： 0823-71-3919 ● ●

広島県呉市広横路一丁目７番２号

代表者： 代表取締役 米澤　豊

カミノ 2020001072349 なし

（株）神野

〒 210-0858 TEL： 044-366-3650 ●

神奈川県川崎市川崎区大川町１２番５号

代表者： 代表取締役 神野　法三

サワソッキジムショ 7010901004926 なし ●

（株）澤速記事務所

〒 155-0031 TEL： 03-3413-5821 ●

東京都世田谷区北沢二丁目２２番１３号　ＸＡビル３階

代表者： 代表取締役 澤　吉昭

エムエフティー 9010001130654 なし

（株）エムエフティー

〒 101-0032 TEL： 03-5822-7088 ●

東京都千代田区岩本町二丁目８番８号　

代表者： 代表取締役 松尾　泰雄
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ワーサル 5011001054525 なし

（株）ワーサル

〒 151-0073 TEL： 03-5371-0255 ●

東京都渋谷区笹塚２‐１８‐３ＶＯＲＴ笹塚６Ｆ

代表者： 代表取締役 矢部　大

アディッシュ 1010701029988 なし ●

アディッシュ（株）

〒 141-0031 TEL： 03-5759-0334 ●

東京都品川区西五反田一丁目２１番８号

代表者： 代表取締役 江戸　浩樹

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

ニッツウリョコウ 4010601042469 なし

日通旅行（株） ●

〒 105-0004 TEL： 03-3573-8474 ●

東京都港区新橋一丁目５番２号

代表者： 代表取締役社長 長谷川　清

ハンキュウコウツウシャ 7120001126734 マーケティングブ

（株）阪急交通社 （株）阪急交通社　マーケティング部

〒 105-0004 TEL： 03-6745-7344 〒 105-0004 TEL： 03-6745-7344 ●

東京都港区新橋三丁目３番９号　ＫＨＤ東京ビル 東京都港区新橋三丁目３番９号 室田　伸一

代表者： 代表取締役社長 松田　誠司

セゾンパーソナルプラス 1013301028815 なし ● ●

（株）セゾンパーソナルプラス ●

〒 170-0013 TEL： 03-3988-2123 ●

東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号

代表者： 代表取締役 能城　成一郎

ゼイリシホウジンエムエムアイ 9010705001275 なし ●

税理士法人エム・エム・アイ ●

〒 140-0014 TEL： 03-3778-2311 ●

東京都品川区大井一丁目７番６号

代表者： 代表社員 高橋　節男

ニホンホンヤクセンター 4010001033721 なし

（株）日本翻訳センター

〒 101-0053 TEL： 03-3291-0655 ●

東京都千代田区神田美土代町７番地

代表者： 代表取締役 高畠　リサ

ウォーターデザイン 2010401003433 なし

（株）ウォーターデザイン

〒 105-0004 TEL： 03-3431-8070 ●

東京都港区新橋六丁目９番２号

代表者： 代表取締役社長 山本　誠
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サンポウ 9180301008006 なし

（株）三豊

〒 441-3121 TEL： 0532-21-2573 ●

愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地

代表者： 代表取締役 大林　弘季

トウトブンカザイホゾンケンキュウジョ 7030001078274 なし

（株）東都文化財保存研究所

〒 332-0035 TEL： 048-256-6667 ●

埼玉県川口市西青木三丁目３番３２号

代表者： 代表取締役 朝重　嘉朗

リブネット 6190001007482 なし ●

（株）リブネット ●

〒 516-0014 TEL： 0596-25-7903 ●

三重県伊勢市楠部町乙１３５番地

代表者： 代表取締役 荒井　宏幸

カワキタインサツ 4130001010295 トウキョウジギョウホンブ

河北印刷（株） 河北印刷（株）　東京事業本部

〒 601-8461 TEL： 075-691-5121 〒 101-0036 TEL： 03-5297-7001 ●

京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 東京都千代田区神田北乗物町１番地１イトーピア神田共同ビル２階 吉田　和也

代表者： 代表取締役 中條　遥

マルゼンユウショウドウ 2010001034952 ケイリザイムブ ●

丸善雄松堂（株） 丸善雄松堂（株）　経理・財務部 ●

〒 103-0027 TEL： 03-6367-6050 〒 105-0022 TEL： 03-6367-6050 ●

東京都中央区日本橋二丁目３番１０号 東京都港区海岸一丁目９番１８号 吉留　政博

代表者： 代表取締役 矢野　正也

ワコウタイイクシセツ 9010901015624 なし

和宏体育施設（株）

〒 154-0012 TEL： 03-5431-3611 ●

東京都世田谷区駒沢三丁目１９番１８号

代表者： 代表取締役 吉木　伸彦

シップヘルスケアリサーチアンドコンサルティング 6120901006714 なし ●

シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング（株） ●

〒 565-0854 TEL： 06-6338-3378 ●

大阪府吹田市桃山台５丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 多久　浩史

タテヤマシステムケンキュウショ 1230001001642 なし

（株）立山システム研究所

〒 939-8058 TEL： 076-429-6910 ●

富山県富山市大泉１５８３番地

代表者： 代表取締役 水口　勝史

ケノコウコガクケンキュウジョ 2070002006689 イバラキシショ ●

（有）毛野考古学研究所 （有）毛野考古学研究所　茨城支所

〒 379-2146 TEL： 027-265-1804 〒 303-0044 TEL： 0297-27-0722 ●

群馬県前橋市公田町１００２番地１ 茨城県常総市菅生町２０４２番地１ 土生　朗治

代表者： 代表取締役 日沖　剛史

東京事業本部長
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コウベソウゴウソッキ 7140001011975 トウキョウシテン ●

神戸綜合速記（株） 神戸綜合速記（株）　東京支店

〒 650-0012 TEL： 078-321-2522 〒 101-0061 TEL： 03-3237-2844 ●

兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１２号 日比谷　義晴

代表者： 代表取締役 藤岡　亮介

ヨコハマキンゾクショウジ 9021001016090 カナガワジギョウショ

横浜金属商事（株） 横浜金属商事（株）　神奈川事業所

〒 252-0132 TEL： 042-774-5481 〒 252-0244 TEL： 042-764-4581 ●

神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目５番２号 神奈川県相模原市中央区田名３６５６番４ 鈴木　大輔

代表者： 代表取締役 比嘉　賢太郎

ニッポンマンパワー 5010001088731 なし

（株）日本マンパワー

〒 101-0042 TEL： 03-5294-5011 ●

東京都千代田区神田東松下町４７番１号

代表者： 代表取締役 加藤　智明

ビョウインシステム 2013301010458 なし ●

（株）病院システム ●

〒 171-0031 TEL： 03-5396-3921 ●

東京都豊島区目白２丁目１６番１９号　池袋若林ビル７Ｆ

代表者： 代表取締役 田中　一夫

オーエージーゼイリシホウジン 8011105003318 なし ●

ＯＡＧ税理士法人 ●

〒 102-0076 TEL： 03-3237-7500 ●

東京都千代田区五番町６番地２

代表者： 代表社員 鶴井　秀雄

ジチタイビョウインキョウサイカイ 5010001018845 なし

（株）自治体病院共済会

〒 102-0093 TEL： 03-3263-3397 ●

東京都千代田区平河町二丁目７番５号　砂防会館本館７階

代表者： 代表取締役社長 大濱　紘三

ホーメックス 3180301019248 トウキョウシテン ● ● ● ●

ホーメックス（株） ホーメックス（株）　東京支店

〒 471-0865 TEL： 0565-33-2468 〒 105-0004 TEL： 03-6869-9025 ●

愛知県豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地 東京都港区新橋一丁目１８番２１号第一日比谷ビル５階 小池　知宏

代表者： 代表取締役 餅原　幹也

アイシーアール 8180001033643 なし

（株）アイ・シー・アール

〒 461-0005 TEL： 052-939-1201 ●

愛知県名古屋市東区東桜二丁目１０番１号

代表者： 代表取締役 今井　重好

ジェーエーシー 8013201002450 なし

（株）ジェー・エー・シー

〒 153-0043 TEL： 03-5722-0555 ●

東京都目黒区東山一丁目２番７号　第４４興和ビル

代表者： 代表取締役 松村　久美子
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ソーシャルアドバンス 1140001094299 なし ●

ソーシャルアドバンス（株） ● ● ●

〒 650-0031 TEL： 078-332-3350 ●

兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１

代表者： 代表取締役 伴　裕美

カイヨウスイサンシステムキョウカイ 7010005011877 なし

（一社）海洋水産システム協会

〒 103-0027 TEL： 03-6411-0021 ●

東京都中央区日本橋３丁目１５番８号

代表者： 会長 津端　英樹

ジェイウィン 1010501032556 なし

（株）ジェイウィン

〒 101-0021 TEL： 03-5816-2755 ●

東京都千代田区外神田六丁目５番３号

代表者： 代表取締役 後藤　勝

スタジオサンジュウサン 9130001008310 なし

（株）スタジオ三十三 ● ●

〒 612-8371 TEL： 075-601-3103 ●

京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地

代表者： 代表取締役 井上　喜代志

トウキョウワンカイナンボウシキョウカイ 1020005009686 なし

（公社）東京湾海難防止協会 ●

〒 231-0002 TEL： 045-212-1817 ●

神奈川県横浜市中区海岸通り三丁目９番地　横浜ビル３０１号室

代表者： 理事長 向田　昌幸

アーキジオ 2230001010477 ヒガシニホンシテン ●

（株）アーキジオ （株）アーキジオ　東日本支店

〒 933-0824 TEL： 0766-63-8850 〒 166-0003 TEL： 03-6304-9818 ●

富山県高岡市西藤平蔵５８１番地 東京都杉並区高円寺南四丁目４４番３号 桑野　正文

代表者： 代表取締役社長 津嶋　劍星

ウェルクル 7140001053407 なし ●

（株）ウェルクル ●

〒 541-0041 TEL： 06-6484-7321 ●

大阪府大阪市中央区北浜三丁目１‐６サン北浜ビル４Ｆ

代表者： 代表取締役 田中　学

プラップジャパン 7010401097578 なし

（株）プラップジャパン ●

〒 107-6033 TEL： 03-4580-9111 ●

東京都港区赤坂一丁目１２番３２号アーク森ビル

代表者： 代表取締役 鈴木　勇夫

トショカンスタッフ 6010401093198 なし ●

図書館スタッフ（株） ●

〒 101-0063 TEL： 03-5207-2851 ●

東京都千代田区神田淡路町二丁目６番地

代表者： 代表取締役 向井　幸治
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ゼンコクシケンウンエイセンター 6013301022128 なし

（株）全国試験運営センター

〒 171-0022 TEL： 03-5212-9902 ●

東京都豊島区南池袋二丁目４９番７号

代表者： 代表取締役 矢島　敏男

ムービーマネジメントカンパニー 4011001032639 なし ● ●

（株）ムービーマネジメントカンパニー

〒 150-0022 TEL： 03-5768-0821 ●

東京都渋谷区恵比寿南一丁目１番１０号　サウスコラム小林ビル

代表者： 代表取締役 石橋　隆文

ベンゴシホウジンブレインハートホウリツジムショ 9380005002400 なし

弁護士法人ブレインハート法律事務所

〒 100-0005 TEL： 03-6434-9874 ●

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号　新国際ビル４階

代表者： 代表社員 菅野　晴隆

キムラギケン 3010901003114 なし

（株）木村技研

〒 158-0098 TEL： 03-3429-1131 ●

東京都世田谷区上用賀四丁目９番１９号

代表者： 代表取締役 木村　朝映

ティービーエスオペレーション 6010601040982 なし

（株）ティービーエスオペレーション

〒 135-0016 TEL： 03-3615-3500 ●

東京都江東区東陽二丁目４番４６号

代表者： 代表取締役 水津　英敏

マイタウンサービス 6300001008527 なし

マイタウンサービス（株）

〒 815-0037 TEL： 092-408-5641 ●

福岡県福岡市南区玉川町９番１２号

代表者： 代表取締役 鹿野　範昭

トータスコーポレーション 5310002014722 なし

（有）トータスコーポレーション

〒 858-0907 TEL： 0956-47-4611 ●

長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７

代表者： 代表取締役 亀井　誠

トウブヤチダケンセツ 4010601014518 なし

東武谷内田建設（株）

〒 131-8524 TEL： 03-3625-1015 ●

東京都墨田区向島三丁目４４番４号

代表者： 代表取締役 谷内田　良吉

ギジロクセンター 4250001003147 トウキョウエイギョウショ ●

（株）ぎじろくセンター （株）ぎじろくセンター　東京営業所

〒 755-0192 TEL： 0836-51-6191 〒 103-0024 TEL： 03-6264-8781 ●

山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 東京都中央区日本橋小舟町９番３号日本橋相互ビル５０５号室 濱野　尚子

代表者： 代表取締役 白井　義美
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ニホンブッカー 8010001062460 なし ●

（株）日本ブッカー

〒 182-0011 TEL： 042-483-2253 ●

東京都調布市深大寺北町二丁目４３番６号

代表者： 代表取締役 倉田　聡

ビームケイカクセッケイ 1200001015240 トウキョウシテン

ビーム計画設計（株） ビーム計画設計（株）　東京支店 ●

〒 500-8455 TEL： 058-271-9111 〒 105-0023 TEL： 03-5419-7755 ●

岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 東京都港区芝浦一丁目１１番４号 田中　克典

代表者： 代表取締役 久保　正美

シミズゴウキンセイサクショ 5160001008377 トウキョウエイギョウショ

（株）清水合金製作所 （株）清水合金製作所　東京営業所

〒 522-0027 TEL： 0749-23-3131 〒 160-0023 TEL： 03-3370-6586 ●

滋賀県彦根市東沼波町９２８番地 東京都新宿区西新宿四丁目２番１８号　三共西新宿ビル 杉本　忠明

代表者： 代表取締役 小田　仁志

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

トリシマセイサクショ 9120901011562 トウキョウシシャ

（株）酉島製作所 （株）酉島製作所　東京支社

〒 569-8660 TEL： 072-695-0551 〒 141-0032 TEL： 03-5437-0821 ●

大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 東京都品川区大崎一丁目６番１号（ＴＯＣ大崎ビル９階） 末澤　昭宏

代表者： 代表取締役社長 原田　耕太郎

シンニホンサンギョウ　 7010401014640 なし

新日本産業（株）

〒 106-0045 TEL： 03-5830-2721 ●

東京都港区麻布十番一丁目５番２４‐４０２号桜井ビル

代表者： 代表取締役 畑　俊一

アクタスゼイリシホウジン 9010405003638 なし

アクタス税理士法人

〒 107-0052 TEL： 03-3224-8888 ●

東京都港区赤坂三丁目２番６号

代表者： 代表社員 加藤　幸人

アクアプロダクト 5010001137307 エイギョウホンブ

（株）アクアプロダクト （株）アクアプロダクト　営業本部

〒 102-0076 TEL： 03-5276-1155 〒 102-0076 TEL： 03-5276-1151 ●

東京都千代田区五番町５番地１ 東京都千代田区五番町５番地１ 西ノ明　武

代表者： 代表取締役 杉山　文章

エート 3010401004059 なし ●

エート（株）

〒 131-0043 TEL： 03-5631-5620 ● ●

東京都墨田区立花３丁目２６番１５号

代表者： 代表取締役 小山　隆
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トリアドコウボウ 5010101002781 なし

（株）トリアド工房 ●

〒 192-0352 TEL： 042-675-2696 ●

東京都八王子市大塚６３６番地の２

代表者： 代表取締役 伊藤　民郎

パーソルキャリア 2010401089183 なし ●

パーソルキャリア（株） ●

〒 100-6328 TEL： 03-6213-9000 ●

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

代表者： 代表取締役 峯尾　太郎

トータリゼータエンジニアリング 8010701007161 シュトケンダイイチジギョウショ

トータリゼータエンジニアリング（株） トータリゼータエンジニアリング（株）　首都圏第一事業所

〒 140-0013 TEL： 03-5762-5500 〒 140-0013 TEL： 03-5762-5561 ● ●

東京都品川区南大井六丁目２０番１４号 東京都品川区南大井六丁目２０番１４号 松尾　伸明

代表者： 代表取締役 中三川　和則

システムカンキョウケンキュウショ 7290001013750 トウキョウジムショ ●

（株）システム環境研究所 （株）システム環境研究所　東京事務所 ●

〒 812-0044 TEL： 092-651-5511 〒 104-0032 TEL： 03-5542-5005 ●

福岡県福岡市博多区千代四丁目３０番２号 東京都中央区八丁堀二丁目２６番９号 山本　速生

代表者： 代表取締役 竹原　潤

モリタテッコウショ 8030001031554 トウキョウエイギョウシテン

（株）森田鉄工所 （株）森田鉄工所　東京営業支店

〒 340-0121 TEL： 0480-48-0891 〒 101-0032 TEL： 03-5820-3090 ●

埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 東京都千代田区岩本町１丁目８番１５号 奥村　一志

代表者： 代表取締役 森田　昌明

チギンネットワークサービス 9010001022967 なし

地銀ネットワークサービス（株）

〒 103-0021 TEL： 03-6202-4167 ●

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号

代表者： 代表取締役社長 長谷川　芳完

エイカー 7160001013359 なし

（株）エイカー

〒 525-0044 TEL： 077-516-2131 ●

滋賀県草津市岡本町２２８番地１

代表者： 取締役 小野田　一幸

ジェーピーエヌサイケンカイシュウ 1013301015359

ジェーピーエヌ債権回収（株） ジェーピーエヌ債権回収（株）　　

〒 351-0022 TEL： 048-450-2270 〒 351-0022 TEL： 048-450-2270 ●

埼玉県朝霞市東弁財一丁目２番１６号 埼玉県朝霞市東弁財一丁目２番１６号

代表者： 代表取締役 宮武　信夫

ミツビシパワーカンキョウソリューション 3020001110974 なし

三菱パワー環境ソリューション（株）

〒 231-0062 TEL： 045-307-3450 ●

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番８号

代表者： 代表取締役 大西　召一
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ダイショウ 1011801009384 なし ● ●

（株）ダイショウ

〒 104-0032 TEL： 03-6222-3071 ●

東京都中央区八丁堀二丁目２１番２号

代表者： 代表取締役 金ヶ江　大三

ニッチュウカンリ 1010001053251 なし ●

日駐管理（株） ●

〒 103-0012 TEL： 03-6667-0031 ●

東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号

代表者： 代表取締役 池尾　泰彦

ブリックス 5011101058228 なし

（株）ブリックス

〒 160-0022 TEL： 03-5366-6018 ●

東京都新宿区新宿四丁目３番１７号

代表者： 代表取締役社長 吉川　健一

タイヨウユウゲンセキニンカンサホウジン 4010405002470 なし

太陽有限責任監査法人

〒 107-0051 TEL： 03-5474-0111 ●

東京都港区元赤坂一丁目２番７号

代表者： 統括代表社員 山田　茂善

ニユウグミ 1180001044878 なし

（株）二友組

〒 465-0094 TEL： 052-709-7700 ●

愛知県名古屋市名東区亀の井三丁目１７７番地

代表者： 代表取締役 辻　亨

ニホンゾウセンギジュツセンター 4012405002153 なし

（一財）日本造船技術センター

〒 180-0003 TEL： 0422-40-2823 ●

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目６番１号　吉祥寺スバルビル３階

代表者： 会長 伊藤　茂

ソンポヘルスサポート 7010001195278 なし ●

ＳＯＭＰＯヘルスサポート（株）

〒 101-0063 TEL： 03-5209-8542 ●

東京都千代田区神田淡路町一丁目２番３号

代表者： 代表取締役社長 角　秀洋

ジェーミックス 6110001019709 なし ●

（株）ジェーミックス

〒 943-0834 TEL： 025-521-6311 ●

新潟県上越市西城町二丁目２番１１号上越情報センタービル

代表者： 代表取締役 丸田　健一

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
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リョクセイシャ 8010001060349 トウキョウエイギョウショ

（株）緑星社 （株）緑星社　東京営業所

〒 103-0001 TEL： 03-5644-7950 〒 103-0001 TEL： 03-5644-7950 ●

東京都中央区日本橋小伝馬町１６番６号 東京都中央区日本橋小伝馬町１６番６号 下地　亮

代表者： 代表取締役 吉田　拓郎

ヨシダセイブツケンキュウショ 3130001013514 なし

（株）吉田生物研究所 ●

〒 607-8454 TEL： 075-581-0835 ●

京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１番地

代表者： 代表取締役 吉田　秀男

ムサシブンカザイケンキュウショ 1010101003890 なし

（株）武蔵文化財研究所

〒 193-0942 TEL： 042-666-6030 ●

東京都八王子市椚田町５３９番地の１号

代表者： 代表取締役 長谷川　渉

ニホンドウロコウウン 7011101016571 なし

日本道路興運（株）

〒 160-0023 TEL： 03-3344-0908 ●

東京都新宿区西新宿六丁目６番３号

代表者： 代表取締役社長 山口　哲也

レスキューナウ 4010701013072 なし ●

（株）レスキューナウ ●

〒 141-0031 TEL： 03-5759-6775 ●

東京都品川区西五反田七丁目２０番９号　ＫＤＸ西五反田ビル

代表者： 代表取締役 朝倉　一昌

トウシバツウシンインフラシステムズ 1120001085374 なし ● ●

東芝通信インフラシステムズ（株）

〒 183-8511 TEL： 042-333-6837 ●

東京都府中市東芝町１番地

代表者： 代表取締役社長　 棟方　公輝

メディカルデータビジョン 7010001087640 なし

メディカル・データ・ビジョン（株）

〒 101-0053 TEL： 03-5283-6911 ●

東京都千代田区神田美土代町７番地

代表者： 代表取締役 岩崎　博之

トウキョウキナイヨウヒンセイサクショ 1010801007761 なし

（株）東京機内用品製作所

〒 143-0003 TEL： 03-3790-3101 ●

東京都大田区京浜島２丁目７番１５号

代表者： 代表取締役 金子　義夫

アイヴィジット 8011001060413 なし ● ●

（株）アイヴィジット ● ● ●

〒 151-8583 TEL： 03-3377-3800 ●

東京都渋谷区代々木二丁目２番１号　

代表者： 代表取締役 横田　祐平
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ツカダインサツ 5140001069470 トウキョウエイギョウショ

塚田印刷（株） 塚田印刷（株）　東京営業所

〒 663-8247 TEL： 0798-33-4622 〒 104-0033 TEL： 03-6280-4411 ●

兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 東京都中央区新川１丁目２６番９号橋口ビル１階 沖野　良多

代表者： 代表取締役社長 塚田　和範

シロヤマサンギョウ 4011001011320 なし

城山産業（株）

〒 151-0066 TEL： 03-3460-2625 ●

東京都渋谷区西原二丁目１番４号白倉ビル

代表者： 代表取締役 山田　純久

タマガワブンカザイケンキュウジョ 1020001023708 なし

（株）玉川文化財研究所

〒 221-0822 TEL： 045-321-5565 ●

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目８番地の９

代表者： 代表取締役 相原　俊夫

ガクジョウ 3120001047728 トウキョウ

（株）学情 （株）学情　東京本社 ● ● ●

〒 530-0001 TEL： 06-6346-6830 〒 104-0061 TEL： 03-3545-7310 ●

大阪府大阪市北区梅田二丁目５番１０号　学情梅田コンパス 東京都中央区銀座６丁目１８番２号　野村不動産銀座ビル１５階 片山　信人

代表者： 代表取締役社長 中井　清和

カゴシマコクサイコウクウ 8340001000833 なし

鹿児島国際航空（株）

〒 892-8518 TEL： 0995-58-2304 ●

鹿児島県鹿児島市山下町９番５号

代表者： 代表取締役 西　修平

ラインズ 4011101057998 なし

ラインズ（株）

〒 169-0051 TEL： 03-6861-6200 ●

東京都新宿区西早稲田二丁目２０番１５号　高田馬場アクセス４階

代表者： 代表取締役社長 山口　洋

ビーテックジャパン 8120901027840 トウキョウエイギョウショ

（株）Ｂ‐ｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ （株）Ｂ‐ｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ　東京営業所

〒 560-0085 TEL： 06-6335-7778 〒 105-0001 TEL： 03-6205-4005 ●

大阪府大阪市淀川区二丁目１４番４号ＭＦ新大阪ビル１Ｆ 東京都港区虎ノ門一丁目１番３号磯村ビル１Ｆ 藤野　晴賢

代表者： 代表取締役 貴田　聖子

デンサンシステム 5200001003514 ●

（株）電算システム （株）電算システム　　

〒 501-6196 TEL： 058-279-3456 〒 501-6196 TEL： 058-279-3482 ●

岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 松浦　陽司

代表者： 代表取締役 田中　靖哲

ニホンデンサンキヨウヒン 8010801008976 トウキョウエイギョウショ ●

日本電算機用品（株） 日本電算機用品（株）　東京営業所

〒 144-0052 TEL： 03-3736-2111 〒 144-0052 TEL： 03-3736-2111 ●

東京都大田区蒲田四丁目２１番１４号 東京都大田区蒲田四丁目２１番１４号 西出　雅一

代表者： 代表取締役 子田　清

常務取締役
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ニオコウサン 6470001010466 トウキョウエイギョウショ

仁尾興産（株） 仁尾興産（株）　東京営業所

〒 769-1406 TEL： 0875-82-5021 〒 160-0022 TEL： 03-6867-1596 ●

香川県三豊市仁尾町仁尾辛１番地 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号　ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨビル６階 亀山　修

代表者： 代表取締役 塩田　健一

トウヨウシステム 8012801001168 なし

東洋システム（株）

〒 190-0023 TEL： 042-522-1040 ●

東京都立川市柴崎町二丁目３番１７号

代表者： 代表取締役社長 飯田　哲郎

ホケンドウジンシャ 4010001029042 なし

（株）保健同人社

〒 102-8155 TEL： 03-3234-8005 ●

東京都千代田区一番町４番地４

代表者： 代表取締役 段塚　忠宏

チチブゲンリュウスイ 2030001091323 なし

（株）秩父源流水

〒 369-1901 TEL： 0494-54-3031 ●

埼玉県秩父市大滝４５５９番地

代表者： 代表取締役 内藤　悦弘

ツクバコウクウ 8050001015877 なし ●

つくば航空（株） ● ● ●

〒 305-0011 TEL： 029-857-7227 ●

茨城県つくば市上境９９２番地

代表者： 代表取締役　 中田　俊之

ハナシカタキョウイクセンター 5010401024294 なし

（株）話し方教育センター

〒 105-0004 TEL： 03-5777-1874 ●

東京都港区新橋四丁目３０番６号

代表者： 代表取締役 千名　友貴

ミウラカガクソウチ 6120001033799 なし

ミウラ化学装置（株）

〒 587-0042 TEL： 072-362-8020 ●

大阪府堺市美原区木材通二丁目２番１号

代表者： 代表取締役 三浦　紀彦

チヨダ 2011301004380 なし

（株）千代田

〒 167-0052 TEL： 03-3334-1661 ●

東京都杉並区南荻窪三丁目２９番１２号

代表者： 代表取締役 山崎　幸司

ブンショウドウ 6010001055730 なし

（株）文祥堂

〒 104-0061 TEL： 03-3566-3535 ●

東京都中央区銀座三丁目４番１２号

代表者： 代表取締役 佐藤　義則
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グローバルヘルスコンサルティングジャパン 7011001052295 なし

（株）グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン

〒 160-0022 TEL： 03-6380-2401 ●

東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号

代表者： 代表取締役 渡邊　幸子

ハナキコウギョウ 9010501023457 なし

花木工業（株）

〒 110-0016 TEL： 03-3834-1561 ●

東京都台東区台東四丁目２０番５号

代表者： 代表取締役 海内　栄一

ニホンケイエイ 9120901025281 なし

（株）日本経営

〒 561-8510 TEL： 03-5781-0600 ●

大阪府豊中市寺内二丁目１３番３号

代表者： 代表取締役 平井　昌俊

キョウエイサンギョウ 7011501001173 なし

協栄産業（株）

〒 114-0023 TEL： 03-3915-6164 ●

東京都北区滝野川三丁目４６番１０号

代表者： 代表取締役 村岡　茂樹

タニザワソウゴウカンテイショ 5120001045309 トウキョウ

（株）谷澤総合鑑定所 （株）谷澤総合鑑定所　東京本社

〒 530-0005 TEL： 06-6208-3500 〒 107-0052 TEL： 03-5549-2202 ●

大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号 東京都港区赤坂１丁目１１番４４号 川藤　等

代表者： 代表取締役 眞里谷　和美

エヌディネットサービス 9120002041377 なし ●

ＮＤネットサービス（有） ●

〒 590-0984 TEL： 072-229-5252 ●

大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５

代表者： 代表取締役 鈴木　宏隆

ハンシンドウリョクキカイ 6120001026737 トウキョウシテン

阪神動力機械（株） 阪神動力機械（株）　東京支店

〒 554-0014 TEL： 06-6461-6551 〒 105-0011 TEL： 03-5776-1401 ●

大阪府大阪市此花区四貫島二丁目２６番７号 東京都港区芝公園２丁目３番１号　芝加賀ビル４Ｆ 持田　修次

代表者： 代表取締役 泉井　博行

イシモリセイサクショ 8010801000958 なし

（株）石森製作所

〒 210-0807 TEL： 044-221-0446 ●

神奈川県川崎市川崎区港町２番１８号

代表者： 代表取締役 石森　丈雄

ニホンケイエイキョウカイソウゴウケンキュウジョ 3011001017517 なし

（株）日本経営協会総合研究所

〒 163-0726 TEL： 03-3340-3061 ●

東京都新宿区西新宿二丁目７番１号

代表者： 代表取締役社長 神吉　雅彦
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フクシマセイサクショ 9380001001430 トウキョウエイギョウショ

（株）福島製作所 （株）福島製作所　東京営業所

〒 960-8054 TEL： 024-534-3146 〒 143-0016 TEL： 03-5767-6540 ●

福島県福島市三河北町９番８０号 東京都大田区大森北１丁目５番１号 宍戸　義大

代表者： 代表取締役 百田　昭洋

ヴィアックス 9011201000556 なし

（株）ヴィアックス

〒 164-8677 TEL： 03-3299-6011 ●

東京都中野区弥生町二丁目８番１５号

代表者： 代表取締役 小川　巧次

トーケイ 6010001093805 なし

（株）トーケイ

〒 103-0006 TEL： 03-3662-8311 ●

東京都中央区日本橋富沢町５番４号ゲンベエビル

代表者： 代表取締役 中村　敬一

サイエンスクラフト 1210001011627 なし

（株）サイエンスクラフト ● ● ●

〒 915-0074 TEL： 0778-21-1189 ●

福井県越前市蓬莱町５番１号

代表者： 代表取締役 竹本　加良子

シンギジュツコンサル 3430001007295 トウキョウシテン ● ●

（株）シン技術コンサル （株）シン技術コンサル　東京支店

〒 003-0021 TEL： 011-859-2600 〒 192-0363 TEL： 042-677-5480 ●

北海道札幌市白石区栄通２丁目８番３０号 東京都八王子市別所一丁目１０番地の６ 種市　悌二

代表者： 代表取締役 重清　祐之

キョウドウインサツ 8010001002136 なし ●

共同印刷（株） ●

〒 112-8501 TEL： 03-3817-2111 ●

東京都文京区小石川四丁目１４番１２号

代表者： 代表取締役社長 藤森　康彰

アソウ 2290001045328 ビョウインコンサルティングジギョウブ

（株）麻生 （株）麻生　病院コンサルティング事業部 ●

〒 820-0018 TEL： 0948-22-3604 〒 814-0001 TEL： 092-833-7754 ●

福岡県飯塚市芳雄町７番１８号 福岡県飯塚市芳雄町７番１８号 内田　大蔵

代表者： 代表取締役社長 麻生　巌

ティーペック 2010001023468 なし

ティーペック（株） ●

〒 110-0005 TEL： 03-3839-1100 ● ●

東京都台東区上野五丁目６番１０号

代表者： 代表取締役 鼠家　和彦

キャンサースキャン 6011001062543 なし

（株）キャンサースキャン

〒 141-0031 TEL： 03-6420-3390 ●

東京都品川区西五反田１丁目３番８号

代表者： 代表取締役 福吉　潤
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ナーチャーウィズ 7010901009867 なし

ナーチャーウィズ（株） ● ●

〒 102-0083 TEL： 03-5275-2525 ● ●

東京都千代田区麹町四丁目３番２９号

代表者： 代表取締役 長尾　一哉

イーワイシンニホンユウゲンセキニンカンサホウジン 1010005005059 　パブリックセクター ●

ＥＹ新日本有限責任監査法人 ＥＹ新日本有限責任監査法人　　 ●

〒 100-0006 TEL： 03-3503-1566 〒 100-0006 TEL： 03-3503-1566 ●

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 黒石　匡昭

代表者： 代表社員 片倉　正美

コンゴウサンギョウ 9010001073036 なし

金剛産業（株）

〒 104-6233 TEL： 03-3534-1800 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１２号

代表者： 代表取締役 佐土原　剛

インバウンドテック 4011101072956 なし ●

（株）インバウンドテック ●

〒 160-0022 TEL： 03-6274-8400 ●

東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル

代表者： 代表取締役 東間　大

ジュンプウジ 3013301029729 なし ●

順風路（株）

〒 170-0013 TEL： 03-6271-6061 ●

東京都豊島区東池袋五丁目４４番１５号

代表者： 代表取締役社長 吉富　広三

コアジャパン 4120001137734 なし ●

（株）コアジャパン ●

〒 550-0002 TEL： 06-6147-7736 ●

大阪府大阪市西区江戸堀三丁目１番３１号Ｒ＆Ｈビル３階

代表者： 代表取締役 安田　剛

ケイディディアイエボルバ 4011101006162 なし ● ●

（株）ＫＤＤＩエボルバ ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-6479-7572 ●

東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト

代表者： 代表取締役社長 若槻　肇

ピーダブリューシーアラタユウゲンセキニンカンサホウジン 8010005011876 トウキョウオオテマチオフィス ●

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 ＰｗＣあらた有限責任監査法人　東京大手町オフィス ●

〒 100-0004 TEL： 03-6212-6800 〒 100-0004 TEL： 03-6212-6800 ●

東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング

代表者： 代表執行役 井野　貴章

リライアコミュニケーションズ 9011001029944 なし ● ●

りらいあコミュニケーションズ（株） ● ●

〒 151-0053 TEL： 03-5351-7200 ●

東京都渋谷区代々木二丁目６番５号

代表者： 代表取締役社長 網野　孝

139

140

141

136

社員
137

138

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 99 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

142

143

144



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

フウキケンセツ 4011101028248 なし ●

風基建設（株）

〒 160-0022 TEL： 03-3356-4841 ●

東京都新宿区新宿一丁目３５番１０号カテリーナ新宿御苑５０３

代表者： 代表取締役 渡邊　隆

マキノショウカイ 9010501021576 なし

（株）牧野商会

〒 110-0016 TEL： 03-3832-7713 ●

東京都台東区台東一丁目３番２号

代表者： 代表取締役 酒井　謙吉

ヤマトソッキジョウホウセンター 5010401030061 なし ●

（株）大和速記情報センター

〒 105-0004 TEL： 03-5776-1155 ●

東京都港区新橋五丁目１３番１号

代表者： 代表取締役 津田　健司

サイタマフクシカイ 8030005006973 なし

（福）埼玉福祉会

〒 352-0023 TEL： 048-481-2188 ●

埼玉県新座市堀ノ内３丁目７番３１号

代表者： 理事長 並木　則康

シモン 7010001018827 なし ●

（株）四門 ● ●

〒 101-0061 TEL： 03-3265-2859 ●

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号

代表者： 代表取締役 那波　市郎

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

コウヨウショッププラス 6020001117760 なし

（株）光洋ショップ‐プラス

〒 236-0004 TEL： 045-701-2203 ●

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 高木　孝昌

ニッシンコウハツ 3011801003658 ヒガシカントウシテン

日振工発（株） 日振工発（株）　東関東支店

〒 101-0031 TEL： 03-5876-5483 〒 125-0041 TEL： 03-3600-2722 ●

東京都千代田区東神田二丁目１０番１６号フォーライフオフィス東神田９階 東京都葛飾区東金町六丁目２１番１６号 和田　幸一

代表者： 代表取締役 中田　昌宏

ナガセランダウア 8050001018021 なし

長瀬ランダウア（株） ●

〒 300-2686 TEL： 029-839-3322 ●

茨城県つくば市諏訪Ｃ２２街区１

代表者： 代表取締役社長 的場　洋明
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セイワショウジ 3120001082576 トウキョウエイギョウショ ●

正和商事（株） 正和商事（株）　東京営業所

〒 541-0045 TEL： 06-6203-4541 〒 111-0053 TEL： 03-5821-3971 ●

大阪府大阪市中央区道修町一丁目３番４号 東京都台東区浅草橋５丁目１９番５号 後藤　光男

代表者： 代表取締役 紀平　茂男

トウキョウエコサービス 3010401065308 なし

東京エコサービス（株） ●

〒 105-0013 TEL： 03-5402-5371 ●

東京都港区浜松町一丁目１０番１７号

代表者： 代表取締役 大久保　一成

セントラルヘリコプターサービス 3180001063075 なし

セントラルヘリコプターサービス（株）

〒 480-0297 TEL： 0568-39-1170 ●

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地１

代表者： 代表取締役 五十嵐　好信

ビーボーン 6290001021671 なし

（株）ビーボーン

〒 810-0073 TEL： 092-735-8882 ●

福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目１番１０号

代表者： 代表取締役 鬼木　敏之

オリファサービスサイケンカイシュウ 4013301021635 なし

オリファサービス債権回収（株）

〒 169-0072 TEL： 03-6233-3450 ●

東京都新宿区大久保一丁目３番２１号

代表者： 代表取締役社長 松浦　治

ポータコウギョウ 3010601015442 なし

（株）ポータ工業

〒 135-0004 TEL： 03-3633-0167 ●

東京都江東区森下二丁目５番１２号

代表者： 代表取締役 後藤　麻利子

パレオラボ 9030001020606 なし

（株）パレオ・ラボ ●

〒 335-0016 TEL： 048-446-2345 ●

埼玉県戸田市下前一丁目１３番２２号

代表者： 代表取締役 中村　賢太郎

タイセイエンジニアリング 4011101011872 なし

大成エンジニアリング（株）

〒 162-0045 TEL： 03-5285-3151 ●

東京都新宿区馬場下町１番地１

代表者： 代表取締役 石川　勇

ゲンダイケンコウシュッパン 2010601010650 なし

（株）現代けんこう出版 ● ● ●

〒 130-0026 TEL： 03-3846-1088 ●

東京都墨田区両国一丁目１２番８号

代表者： 代表取締役 砂田　昌彦
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サンコウショウジ 9010101001375 なし

三幸商事（株） ●

〒 192-0041 TEL： 042-625-9680 ●

東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号

代表者： 代表取締役 黒澤　訓行

アルファーアビエィション 1010401073790 なし ●

（株）アルファーアビエィション ●

〒 108-0073 TEL： 03-3452-8420 ●

東京都港区三田三丁目１番４号

代表者： 代表取締役社長 齋藤　静

ジェイフィット 8290001020721 なし ●

（株）ジェイ・フィット

〒 812-0013 TEL： 03-5776-1880 ●

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２３号

代表者： 代表取締役 津田　健司

パシフィックアートセンター 6010001054501 なし

（株）パシフィックアートセンター ●

〒 104-0041 TEL： 03-3552-5687 ●

東京都中央区新富二丁目８番１号

代表者： 代表取締役 村山　研一

メディアニジュウイチ 1120001088501 なし

（株）メディアニジュウイチ ●

〒 530-0001 TEL： 06-6345-2800 ●

大阪府大阪市北区梅田一丁目２‐２‐１０００号大阪駅前第２ビル１０１８

代表者： 代表取締役 増田　豊

コーユービジネス 1120001079599 トウキョウシテン ●

（株）コーユービジネス （株）コーユービジネス　東京支店

〒 541-0054 TEL： 06-6263-2411 〒 141-0022 TEL： 03-3448-0400 ●

大阪府大阪市中央区南本町一丁目６番２０号 東京都品川区東五反田二丁目２番３号 泉　康裕

代表者： 代表取締役社長 森内　康之

コクサイブンカザイ 2010001114184 ヒガシニホンシテン

国際文化財（株） 国際文化財（株）　東日本支店

〒 102-0085 TEL： 03-6361-2455 〒 141-0022 TEL： 03-5447-8585 ●

東京都千代田区六番町２番地 東京都品川区東五反田２丁目３番４号 中村　祐一

代表者： 代表取締役社長 小山　規見

ホウケン 7010001057148 なし ● ●

（株）法研 ● ●

〒 104-8104 TEL： 03-3562-7654 ●

東京都中央区銀座一丁目１０番１号

代表者： 代表取締役社長 東島　俊一

パトス 5010401024220 なし

（株）パトス

〒 107-0062 TEL： 03-5474-2810 ●

東京都港区南青山二丁目４番１７号　青山ビル４階

代表者： 代表取締役 壱岐　空美子
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ガッケンデータサービス 3010701021101 なし

（株）学研データサービス ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-5436-8191 ●

東京都品川区西五反田八丁目１番１３号

代表者： 代表取締役 矢野　佳作

シマダグミ 9122001018711 トウキョウホンテン

（株）島田組 （株）島田組　東京本店

〒 581-0034 TEL： 072-949-2410 〒 143-0014 TEL： 03-6404-8939 ●

大阪府八尾市弓削町南三丁目２０番地２ 東京都大田区大森中１丁目１１番８号 前田　真澄

代表者： 代表取締役社長 岩立　二郎

フィスメック 6010001028100 なし

（株）フィスメック ● ●

〒 101-0047 TEL： 03-3255-3698 ●

東京都千代田区内神田二丁目１５番９号

代表者： 代表取締役 小出　建

セーフティネット 2010001091787 なし

（株）セーフティネット ●

〒 100-8228 TEL： 03-6832-3130 ●

東京都千代田区大手町二丁目６番２号

代表者： 代表取締役 新村　達也

ニホンキショウキョウカイ 4013305001526 ジギョウホンブ ●

（一財）日本気象協会 （一財）日本気象協会　事業本部 ● ● ●

〒 170-6055 TEL： 03-5958-8179 〒 170-6055 TEL： 03-5958-8179 ● ●

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 辻本　浩史

代表者： 代表理事　会長 春田　謙

ニホンケイエイキョウカイ 5011005003362 なし

（一社）日本経営協会 ●

〒 151-0051 TEL： 03-3403-1847 ●

東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目１１番８号

代表者： 理事長 岡島　芳明

ディーエムエス 5010001023358 なし ● ●

（株）ディーエムエス ● ●

〒 101-0052 TEL： 03-3293-2976 ●

東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地

代表者： 代表取締役 山本　克彦

キョウリツメンテナンス 1010001014427 なし ● ●

（株）共立メンテナンス ●

〒 101-8621 TEL： 03-5295-7798 ●

東京都千代田区外神田二丁目１８番８号

代表者： 代表取締役 上田　卓味

スイコウ 8011101010350 なし

（株）翠光

〒 161-0034 TEL： 03-3368-8371 ●

東京都新宿区上落合２丁目２９番１号

代表者： 代表取締役 土肥　茂
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ヒタチキャピタルサイケンカイシュウ 1010401002007 なし

日立キャピタル債権回収（株）

〒 105-0003 TEL： 03-3503-7390 ●

東京都港区西新橋一丁目３番１号

代表者： 代表取締役 森　幸一

ハマダコウギョウ 7020001002350 なし

浜田工業（株）

〒 226-0026 TEL： 045-921-6500 ●

神奈川県横浜市緑区長津田町４８０５番地

代表者： 代表取締役 濱田　芳郎

トータルメディアカイハツケンキュウショ 6010501009533 なし

（株）トータルメディア開発研究所 ● ●

〒 102-0094 TEL： 03-3221-5558 ●

東京都千代田区紀尾井町３番２３号

代表者： 代表取締役 山村　健一郎

アステム 7120001060149 トウキョウシテン ● ●

（株）アステム （株）アステム　東京支店 ●

〒 530-0044 TEL： 06-6242-6681 〒 151-0051 TEL： 03-6804-1433 ●

大阪府大阪市北区東天満２丁目７番１２号 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目２８番８号　ニュー千駄ヶ谷５０２号 岡　啓子

代表者： 代表取締役 大嶋　雄三

カンサホウジンアリア 2010405005467 なし

監査法人アリア

〒 105-0013 TEL： 03-5777-0288 ●

東京都港区浜松町一丁目３０番５号　

代表者： 統括代表社員 茂木　秀俊

フジビジネスサービス 7011501008482 なし ●

富士ビジネス・サービス（株）

〒 116-0011 TEL： 03-3809-4700 ●

東京都荒川区西尾久七丁目５６番３号

代表者： 代表取締役 岡田　四郎

チュウコウネンジギョウダンヤマテキギョウクミアイ 9013305000630 なし ●

中高年事業団やまて企業組合

〒 171-0022 TEL： 03-3987-4571 ●

東京都豊島区南池袋二丁目４１番１６号

代表者： 代表理事 新津　伸次

ニホンゲスイドウシンギジュツキコウ 4011105003503 なし

（公財）日本下水道新技術機構

〒 162-0811 TEL： 03-5228-6511 ●

東京都新宿区水道町３番１号

代表者： 理事長 江藤　隆

アサノアタカ 7010501023962 トウキョウシテン

浅野アタカ（株） 浅野アタカ（株）　東京支店 ●

〒 110-0014 TEL： 03-5827-7051 〒 110-0014 TEL： 03-5827-7052 ●

東京都台東区北上野二丁目８番７号 東京都台東区北上野二丁目８番７号 槐　武則

代表者： 代表取締役 大黒田　一人
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トーケミ 5120001057064 トウブシテン

（株）トーケミ （株）トーケミ　東部支店 ●

〒 532-0021 TEL： 06-6301-3141 〒 110-0016 TEL： 03-5817-2031 ● ●

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 東京都台東区台東一丁目１９番２号 細川　太郎

代表者： 代表取締役 細谷　一彦

ギョウセイマネジメントケンキュウショ 2010001064330 なし

（株）行政マネジメント研究所

〒 136-0082 TEL： 03-5534-6941 ●

東京都江東区新木場１丁目１８番１１号

代表者： 代表取締役 西本　功二

チヨダキュウショクサービス 4013301031683 なし

千代田給食サービス（株）

〒 104-0045 TEL： 03-3544-0416 ●

東京都中央区築地五丁目５番１２号

代表者： 代表取締役 大塚　裕

ヒタチトリプルウィン 3010401040005 なし ●

日立トリプルウィン（株） ● ●

〒 105-0003 TEL： 03-3503-7360 ●

東京都港区西新橋一丁目３番１号

代表者： 代表取締役 相島　正美

ザニューインディアアシュアランスカンパニーリミテッド 8700150008888 イワクニエイギョウショ

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド　岩国営業所

〒 160-0023 TEL： 03-5326-7396 〒 740-0018 TEL： 0827-24-0835 ●

東京都新宿区西新宿１丁目２４番１号　エステック情報ビル２２階 山口県岩国市麻里布町３丁目１６番９号　和光麻里布レジデンス五番館１階 平岡　浩二

代表者： 日本における代表者 ケイ・ケイ・ヴイ・ナムビア

インシナーコウギョウ 2010801021299 なし

インシナー工業（株）

〒 143-0016 TEL： 03-6404-3311 ●

東京都大田区大森北一丁目３３番４号

代表者： 代表取締役 松本　俊治

バイザー 6200001016390 なし ●

バイザー（株）

〒 450-0003 TEL： 052-485-7870 ●

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 井上　正巳

パティネレジャー 3013301012239 なし

（株）パティネレジャー

〒 170-0002 TEL： 03-3915-9111 ●

東京都豊島区巣鴨二丁目６番１号

代表者： 代表取締役 荻原　明則

トウキョウタイイクキキ 5010601015110 なし

東京体育機器（株）

〒 131-0045 TEL： 03-3625-6801 ● ● ●

東京都墨田区押上一丁目４０番７号

代表者： 代表取締役 海老根　實
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アゲインテック 3080401010125 なし

（株）アゲイン・テック

〒 431-2224 TEL： 053-543-1133 ●

静岡県浜松市北区引佐町奥山６５３番地の１５０

代表者： 代表取締役 望月　裕士

エヌエイシー 8010001140159

（株）エヌ・エイ・シー （株）エヌ・エイ・シー　　

〒 105-0003 TEL： 03-3501-5501 〒 105-0003 TEL： 03-3501-5502 ●

東京都港区西新橋一丁目６番２１号 東京都港区西新橋一丁目６番２１号 杉山　聡

代表者： 代表取締役 山崎　直人

ジェイアールイーニホンフドウサンカンテイコンサルタント 9010001046446 なし

ジェイアールイー日本不動産鑑定コンサルタント（株）

〒 104-0031 TEL： 03-5202-4121 ●

東京都中央区京橋一丁目４番１１号

代表者： 代表取締役 清宮　昭男

ベルシステムニジュウヨン 2010001159015 なし ●

（株）ベルシステム２４ ●

〒 104-6113 TEL： 03-6893-9651 ●

東京都中央区晴海一丁目８番１１号

代表者： 代表取締役 野田　俊介

アイネットサポート 9011101054264 なし ● ●

（株）アイネットサポート ●

〒 170-0005 TEL： 03-5539-0200 ●

東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号

代表者： 代表取締役 豊田　繁太郎

キョウドウツウシンデジタル 7010401093098 なし

（株）共同通信デジタル

〒 105-7201 TEL： 03-6252-6401 ●

東京都港区東新橋一丁目７番１号

代表者： 代表取締役 伊地知　晋一

ニッテレサイケンカイシュウ 5010401023016 なし

ニッテレ債権回収（株）

〒 108-0023 TEL： 03-3769-4120 ●

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

代表者： 代表取締役 小林　英利

ニッポントーター 6010401039960 なし ● ● ● ●

日本トーター（株）

〒 108-8275 TEL： 03-5783-2200 ● ●

東京都港区港南二丁目１６番１号

代表者： 代表取締役社長 平田　和稔

シコクコウクウ 6470001001812 なし

四国航空（株）

〒 760-0024 TEL： 087-814-4584 ●

香川県高松市兵庫町８番地１

代表者： 代表取締役社長 片岡　佳英
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コウドエイゾウジョウホウセンター 3010005002707 なし ● ●

（一財）高度映像情報センター ●

〒 100-0013 TEL： 03-3239-1121 ●

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

代表者： 理事長 久保田　了司

トウブトータルサービス 3011001014720 なし ●

（株）東舞トータルサービス ●

〒 130-0024 TEL： 03-3615-6252 ●

東京都墨田区菊川二丁目１８番１２号　Ｅビル５０６号室

代表者： 代表取締役 小出　泰史

オフイスポケツト 8020001011301 なし

オフイスポケツト（株）

〒 227-0062 TEL： 045-982-7715 ●

神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目５番２号ライオンズマンション青葉台第５‐３１４号

代表者： 代表取締役 丹羽　勝子

フジフイルムメディアクレスト 5013101003295 なし ● ●

（株）富士フイルムメディアクレスト

〒 205-0023 TEL： 042-530-7600 ●

東京都羽村市神明台二丁目１０番地８

代表者： 代表取締役社長 塩入　威男

パースジャパン 9010001006318 なし ●

（株）パースジャパン ●

〒 113-0033 TEL： 03-3814-6838 ● ●

東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル

代表者： 代表取締役 高西　正博

ゼニライトブイ 6120901019682 トウキョウエイギョウショ ●

（株）ゼニライトブイ （株）ゼニライトブイ　東京営業所

〒 563-0035 TEL： 072-762-7001 〒 104-0028 TEL： 03-3510-7230 ●

大阪府池田市豊島南二丁目１７６番地の１ 東京都中央区八重洲２丁目７番１２号　ヒューリック京橋ビル３階 山田　高史

代表者： 代表取締役社長 竹安　正

カイギロクケンキュウショ 6011101004370 なし ●

（株）会議録研究所

〒 162-0844 TEL： 03-3267-6051 ●

東京都新宿区市谷八幡町１６番

代表者： 代表取締役 妹尾　潤

シリョウホゾンキザイ 3010001133150 なし

（株）資料保存器材

〒 113-0021 TEL： 03-5976-5461 ●

東京都文京区本駒込二丁目２７番１６‐２０１号

代表者： 代表取締役 島田　要

フルカワデンチ 7020001010527 トウキョウジムショ

古河電池（株） 古河電池（株）　東京事務所

〒 240-0006 TEL： 045-336-5782 〒 141-0021 TEL： 03-3492-2971 ●

神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２丁目４番１号 東京都品川区上大崎４丁目５番３７号（本多電機ビル） 小指　洋介

代表者： 代表取締役社長 小野　眞一
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タイセイキコウ 1120001066556 トウキョウシテン

大成機工（株） 大成機工（株）　東京支店

〒 530-0001 TEL： 06-6344-7771 〒 103-0027 TEL： 03-5201-7771 ●

大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 東京都中央区日本橋１丁目２番５号　栄太楼ビル７階 中村　稔

代表者： 代表取締役社長 鈴木　仁

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

ソウゴウカンテイチョウサ 8180001004413 なし ●

（株）総合鑑定調査 ●

〒 460-0003 TEL： 052-212-6800 ●

愛知県名古屋市中区錦一丁目６番１８号　Ｊ・伊藤ビル４階

代表者： 代表取締役 小森　洋志

イーアンドエス 4030002100213 なし

（有）イーアンドエス

〒 332-0011 TEL： 048-224-8366 ● ●

埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号

代表者： 代表取締役 鈴木　順一

アボックシャ 5021001008802 なし

（株）アボック社

〒 247-0056 TEL： 0467-45-5119 ● ●

神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号

代表者： 代表取締役 毛藤　圀彦

ビープロ 7370001002729 トウキョウシテン

（株）ビー・プロ （株）ビー・プロ　東京支店

〒 984-0011 TEL： 022-288-5301 〒 104-0043 TEL： 03-3553-5010 ●

宮城県仙台市若林区六丁の目西町４番１号 東京都中央区湊１丁目８番１５号メイセイビル２階 中村　幸司

代表者： 代表取締役 江馬　文成

チャブソンガイホケン 5013201000820 なし

Ｃｈｕｂｂ損害保険（株）

〒 153-0064 TEL： 03-6364-7070 ●

東京都品川区北品川六丁目７番２９号ガーデンシティ品川御殿山

代表者： 代表取締役 ブラッド・ベネット

プラナス 7010001078193 なし

プラナス（株） ● ●

〒 101-0054 TEL： 03-5282-8611 ●

東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地

代表者： 代表取締役 林　正剛

トウキョウヘレンケラーキョウカイ 8011105000975 なし

（福）東京ヘレン・ケラー協会

〒 169-0072 TEL： 03-3200-1310 ●

東京都新宿区大久保三丁目１４番２０号

代表者： 理事長 奥村　博史
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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 保原　克之

代表者： 代表取締役 徳増　安則

ナカシャクリエイテブ 9180001024039 トウキョウシテン ●

ナカシャクリエイテブ（株） ナカシャクリエイテブ（株）　東京支店

〒 468-8533 TEL： 052-895-1132 〒 105-0013 TEL： 03-5401-3636 ●

愛知県名古屋市天白区野並二丁目２１３番地 東京都港区浜松町二丁目２番３号 淺井　隆生

代表者： 代表取締役 山口　寛

ニホンレコードマネジメント 3010001033961 なし ● ●

日本レコードマネジメント（株） ● ●

〒 101-0044 TEL： 03-3258-8671 ●

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番１２号

代表者： 代表取締役 仲田　英明

トウキョウカウンセリングセンター 3010001092801 なし

（株）東京カウンセリングセンター

〒 104-0061 TEL： 03-3562-8411 ●

東京都中央区銀座一丁目１３番１号

代表者： 代表取締役社長 東島　俊一

ビーウィズ 6011101029715 なし ● ●

ビーウィズ（株） ● ●

〒 163-1032 TEL： 03-5908-3155 ● ●

東京都新宿区西新宿三丁目７番１号

代表者： 代表取締役 森本　宏一

サイマルインターナショナル 6010001109206 なし

（株）サイマル・インターナショナル

〒 104-0061 TEL： 03-3524-3100 ●

東京都中央区銀座七丁目１６番１２号Ｇ‐７ビルディング

代表者： 代表取締役 林　純一

ヤマシタピーエムシー 9010001088942 なし

（株）山下ＰＭＣ ●

〒 104-0044 TEL： 03-6853-7700 ●

東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階

代表者： 代表取締役社長 川原　秀仁

ニホンフライトセーフティ 4010601030622 なし

日本フライトセーフティ（株）

〒 136-0082 TEL： 03-3521-5478 ●

東京都江東区新木場四丁目７番４４号

代表者： 代表取締役 山田　元昭

ダイヤメディカルネット 7011401007691 なし

（株）ダイヤメディカルネット

〒 102-0075 TEL： 03-3556-6481 ●

東京都千代田区三番町２２番７号

代表者： 代表取締役 田口　精孝
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アイネット 9380001018251 なし

アイネット（株）

〒 965-0832 TEL： 0242-26-4934 ● ●

福島県会津若松市天神町３０番５２号

代表者： 代表取締役 佐藤　守哉

ダイヤルサービス 4010001138925 なし

ダイヤル・サービス（株） ●

〒 102-0075 TEL： 03-6238-7101 ●

東京都千代田区三番町６番地２

代表者： 代表取締役 今野　由梨

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

キョウリツ 5011001006294 なし

（株）共立

〒 151-0053 TEL： 03-3469-1505 ●

東京都渋谷区代々木五丁目４０番１３号

代表者： 代表取締役 横田　健二

スコラコンサルト 2010701017463 なし

（株）スコラ・コンサルト

〒 141-0022 TEL： 03-5420-6251 ●

東京都品川区東五反田五丁目２５番１９号

代表者： 代表取締役 辰巳　和正

エヌティティマーケティングアクト 1120001100018 エヌ　ティ　ティ　マーケティングアクト　カスタマーソリューションジギョウスイシンブ　ダイイチエイギョウブモン ● ●

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト （株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト　ＮＴＴマーケティングアクト　カスタマーソリューション事業推進部　第一営業部門 ●

〒 534-0024 TEL： 06-6450-5460 〒 104-0045 TEL： 03-6264-0100 ● ●

大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 東京都中央区築地七丁目１７番１号　住友不動産築地ビル３階 清水　健二郎

代表者： 代表取締役 横山　桂子

ジェイピーツーウェイコンタクト 2120001045468 なし

ＪＰツーウェイコンタクト（株） ●

〒 550-0002 TEL： 06-6449-0022 ●

大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１番１号

代表者： 代表取締役 速水　真悟

セイヨウフードコンパスグループ 1013301006291 なし

西洋フード・コンパスグループ（株） ●

〒 104-0045 TEL： 03-3544-0416 ●

東京都中央区築地五丁目５番１２号

代表者： 代表取締役社長 石田　隆嗣

チュウブサンギョウレンメイ 8180005014573 なし

（一社）中部産業連盟 ●

〒 461-8580 TEL： 052-931-3181 ●

愛知県名古屋市東区白壁三丁目１２番１３号中産連ビルデイング内

代表者： 会長 伊奈　功一
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イリョウカイハツケンキュウショ 2120901009027 なし

（株）医療開発研究所

〒 163-0918 TEL： 03-5283-0113 ●

東京都新宿区西新宿二丁目３番１号新宿モノリス１８Ｆ

代表者： 代表取締役 平野　吉則

トウキョウレコードマネジメント 1010401020974 ● ● ● ●

東京レコードマネジメント（株） 東京レコードマネジメント（株）　　 ● ● ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-6372-0200 〒 141-0031 TEL： 03-6670-6313 ●

東京都品川区西五反田二丁目３０番４号 東京都品川区西五反田二丁目３０番４号 早津　浩成

代表者： 代表取締役 小池　陽子

ベルウェールシブヤ 2011001041245 なし

（株）ベルウェール渋谷 ●

〒 150-0036 TEL： 03-3780-3121 ●

東京都渋谷区南平台町１５番１３号

代表者： 代表取締役 平野　宏

ニホンファイリング 9010001033642 なし ●

日本ファイリング（株） ●

〒 101-0062 TEL： 03-5294-3011 ●

東京都千代田区神田駿河台三丁目２番地　新御茶ノ水アーバンビル

代表者： 代表取締役社長 田嶋　譲太郎

トウホウコウクウ 7010601031312 なし ●

東邦航空（株） ●

〒 136-0082 TEL： 03-3522-3024 ●

東京都江東区新木場四丁目７番５１号

代表者： 代表取締役社長 宇田川　雅之

ニホンエマージェンシーアシスタンス 8010001081502 なし

日本エマージェンシーアシスタンス（株） ● ●

〒 112-0002 TEL： 03-3811-8121 ●

東京都文京区小石川一丁目２１番１４号

代表者： 代表取締役社長 倉田　潔

カトウショウジ 8012701001243 なし ● ● ● ●

加藤商事（株） ● ● ●

〒 189-0011 TEL： 042-392-1001 ●

東京都東村山市恩多町一丁目１２番地３

代表者： 代表取締役 加藤　宣行

ソウゴウブタイサービス 2010901006571 なし ● ●

（株）綜合舞台サービス ●

〒 156-0052 TEL： 03-3706-6010 ● ●

東京都世田谷区経堂５丁目２８番２０号

代表者： 代表取締役 勝又　伸夫

パリノサーヴェイ 5010001063065 なし

パリノ・サーヴェイ（株） ●

〒 114-0014 TEL： 03-6386-4018 ●

東京都北区田端一丁目２５番１９号

代表者： 代表取締役 瀧下　秀則
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東京事業本部長
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トゥルージャパンツアー 2010001152564 なし

Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ（株） ●

〒 112-0002 TEL： 03-6432-0194 ●

東京都港区芝公園三丁目５番８号　機械振興会館本館Ｂ１０９

代表者： 代表取締役 米原　亮三

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 内野　隆

アイイーシー 2010001017429 なし

（株）アイ・イーシー ●

〒 102-8103 TEL： 03-3263-4474 ●

東京都千代田区麹町三丁目２番地麹町共同ビル２階

代表者： 代表取締役 大森　朋子

テンザン 3011601014649 なし

（株）ＴＥＮＺＡＮ

〒 162-0044 TEL： 03-5272-3212 ●

東京都新宿区喜久井町４５番地

代表者： 代表取締役 恩慈　宗義

ハト 9010001125753 なし

（株）ＨＡＴＯ

〒 102-0072 TEL： 03-6268-9593 ●

東京都千代田区飯田橋二丁目５番２号エマタナカビル３階

代表者： 代表取締役 山口　義雄

ガッケンエルスタッフィング 2011101012039 なし

（株）学研エル・スタッフィング

〒 171-0033 TEL： 03-6903-1342 ●

東京都豊島区高田三丁目１４番２９号

代表者： 代表取締役 稲葉　清一

ホケンショップアイ 8030001033162 なし

（株）ほけんショップアイ

〒 348-0054 TEL： 048-563-2558 ●

埼玉県羽生市西２丁目１４番２２号

代表者： 代表取締役 福田　喜彦

ポリグロットリンク 8013301040202 なし

（株）ポリグロットリンク

〒 110-0005 TEL： 03-6850-5933 ●

東京都台東区上野七丁目４番９号

代表者： 代表取締役 井谷　大也

ピーティーピー 3011101061357 なし ●

（株）ＰＴＰ

〒 160-0022 TEL： 03-5465-1626 ●

東京都新宿区新宿１丁目２３番１号

代表者： 代表取締役 籠屋　健
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テリロジーサービスウェア 4020001123455 なし

（株）テリロジーサービスウェア

〒 102-0073 TEL： 03-4550-0556 ●

東京都千代田区九段北一丁目１３番５号

代表者： 代表取締役 鈴木　達

ハンダキュウセイドウ 2011001018771 なし

（株）半田九清堂

〒 151-0064 TEL： 03-3460-0220 ●

東京都渋谷区上原１丁目２９番１２号

代表者： 代表取締役 半田　昌規

シーユーシー 9010401113614 なし

（株）シーユーシー

〒 103-0004 TEL： 03-5835-5180 ●

東京都中央区東日本橋１丁目１番７号

代表者： 代表取締役 濱口　慶太

キュウシュウブンカザイソウゴウケンキュウショ 1320001004413 なし

（株）九州文化財総合研究所

〒 870-1133 TEL： 097-574-9320 ●

大分県大分市大字宮崎１３８７番地の１

代表者： 代表取締役 藤井　一

ドクタートラスト 4011001043322 なし

（株）ドクタートラスト ● ● ● ●

〒 150-0043 TEL： 03-3464-4000 ●

東京都渋谷区道玄坂一丁目１４番６号

代表者： 代表取締役 高橋　雅彦

ランゲージワン 6011001104840 なし

ランゲージワン（株）

〒 150-0053 TEL： 03-6301-1001 ●

東京都渋谷区笹塚二丁目１番６号

代表者： 代表取締役社長 新井　純一

スタジオタカノ 6012401004523 なし

（株）スタジオタカノ ●

〒 187-0011 TEL： 042-347-8830 ●

東京都小平市鈴木町一丁目２０６番地３

代表者： 代表取締役 高野　裕二

ニホンコウクウコウアツ 3030001018102 なし

日本航空高圧（株）

〒 339-0072 TEL： 048-794-2522 ●

埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場二丁目１番地の８

代表者： 代表取締役 橋本　隆

パソナノウエンタイ 7010001143807 なし ●

（株）パソナ農援隊 ● ●

〒 100-8228 TEL： 03-6734-1260 ●

東京都千代田区大手町二丁目６番２号

代表者： 代表取締役 田中　康輔
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スペースアイ 6010001004010 なし ●

（株）スペースアイ

〒 113-0022 TEL： 03-5685-0850 ●

東京都文京区千駄木３丁目２３番５号ＫＭビル３０１

代表者： 代表取締役 鈴木　延明

コスモコウキ 2010401010149 トウキョウシテン

コスモ工機（株） コスモ工機（株）　東京支店

〒 105-0003 TEL： 03-3435-8810 〒 105-0003 TEL： 03-3435-8810 ●

東京都港区西新橋三丁目９番５号 東京都港区西新橋三丁目９番５号 河村　和徳

代表者： 代表取締役 加藤　正明

コウショクケン 7010001016327 なし

（株）公職研

〒 101-0051 TEL： 03-3230-3701 ●

東京都千代田区神田神保町２丁目２０番地

代表者： 代表取締役 大田　昭一

サリージョイスジャパン 1010001018147 なし

（株）サリー・ジョイス・ジャパン

〒 102-0075 TEL： 03-5215-5090 ●

東京都千代田区三番町６番地　三番町ＫＢ６ビル５階

代表者： 代表取締役 林　敬一郎

ニホンジョウホウケイザイシャカイスイシンキョウカイ 1010405009403 なし

（一財）日本情報経済社会推進協会 ●

〒 106-0032 TEL： 03-5860-7558 ●

東京都港区六本木一丁目９番９号六本木ファーストビル内

代表者： 代表理事 杉山　秀二

コニカミノルタ 5010001084367 ワンケイエムスイシンシツ ●

コニカミノルタ（株） コニカミノルタ（株）　ＯｎｅＫＭ推進室

〒 100-7015 TEL： 03-6250-2111 〒 100-7015 TEL： 090-1249-4679 ● ●

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 別府　幹雄

代表者： 代表執行役社長兼ＣＥＯ 山名　昌衛

ユウゲンセキニンアズサカンサホウジン 3011105000996 なし ●

有限責任あずさ監査法人 ●

〒 162-8551 TEL： 03-3266-7500 ●

東京都新宿区津久戸町１番２号

代表者： 代表社員 小林　礼治

エスネットワークス 7010401041874 なし

（株）エスネットワークス ●

〒 100-0005 TEL： 03-6826-6000 ●

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

代表者： 代表取締役社長 須原　伸太郎

インジェスター 5010401050919 なし

（株）インジェスター ●

〒 102-0076 TEL： 03-6261-3905 ●

東京都千代田区五番町５‐５

代表者： 代表取締役 呉　希昌
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キッコウ 5010001031682 なし ●

（株）吉香 ●

〒 100-6103 TEL： 03-3593-1485 ●

東京都千代田区永田町二丁目１１番１号山王パークタワー３階

代表者： 代表取締役 生駒　富男

オーエージー 3120905002976 トウキョウジムショ

ＯＡＧ監査法人 ＯＡＧ監査法人　東京事務所

〒 564-0053 TEL： 06-6310-3200 〒 102-0076 TEL： 03-6265-6598 ●

大阪府吹田市江の木町１７番１号コンパーノビル 東京都千代田区五番町６番地２ 横塚　大介

代表者： 代表社員 今井　基喜

コウビグラフィス 5011101006649 なし ● ●

（株）幸美グラフィス ●

〒 162-0843 TEL： 03-3268-9618 ●

東京都新宿区市谷田町二丁目２０番地５

代表者： 代表取締役 山本　祐三

エベレックスジャパン 5010001106609 なし

（株）エベレックス・ジャパン

〒 212-0013 TEL： 044-541-6267 ●

神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２興和川崎西口ビル６階

代表者： 代表取締役 ミシュラ・スディール・クマル

メディアソリューションセンター 8010101008941 なし

（株）メディア・ソリューション・センター

〒 192-0023 TEL： 042-595-6665 ●

東京都立川市柴崎町二丁目７番６号

代表者： 代表取締役 井手　将典

ブロードリンク 5010001122597 なし ●

（株）ブロードリンク

〒 103-0022 TEL： 03-3516-8777 ●

東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号　東京建物室町ビル８Ｆ

代表者： 代表取締役 榊　彰一

エキスパートリンク 6020001046365 なし

エキスパート・リンク（株）

〒 141-0022 TEL： 03-6450-2891 ●

東京都品川区東五反田五丁目２５番１６号ＭＬＪ反田ビル８階

代表者： 代表取締役 藤田　隆久

ヒューマンインベストメント 9050001018086 なし

（株）Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

〒 305-0045 TEL： 029-875-9812 ●

茨城県つくば市梅園２‐７‐３つくばシティビル３０３号

代表者： 代表取締役 板垣　瑞樹

クロスランゲージ 6010001128759 なし ●

（株）クロスランゲージ ●

〒 102-0094 TEL： 03-5215-7640 ●

東京都千代田区紀尾井町３番６号

代表者： 代表取締役 福田　光修
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ジェイピーメディアダイレクト 7010401074602 なし

（株）ＪＰメディアダイレクト

〒 105-0001 TEL： 03-5157-6071 ●

東京都港区虎ノ門一丁目２１番１７号

代表者： 代表取締役ＣＯＯ 影島　卓

エムアールピー 2240001015558 なし

（株）エム・アール・ピー

〒 732-0827 TEL： 082-568-5631 ●

広島県広島市南区稲荷町１番１号ロイヤルタワー４階

代表者： 代表取締役 山中　榮二

ニホンサギョウセンキョウカイ 3010005017267 なし

（一社）日本作業船協会

〒 100-0006 TEL： 03-3211-8830 ●

東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号

代表者： 代表理事 斎藤　保

ティーシーエイ 2120001024397 なし ● ● ●

（株）ティーシーエイ ●

〒 530-0001 TEL： 06-6343-3955 ●

大阪府大阪市北区梅田２丁目４番９号ブリーゼタワー２３階

代表者： 代表取締役 柿内　裕一

エイチエスサイケンカイシュウ 4010001111031 なし

エイチ・エス債権回収（株）

〒 105-0003 TEL： 03-5402-4317 ●

東京都港区西新橋３丁目２番１号Ｄａｉｗａ西新橋ビル９階

代表者： 代表取締役 八木　厚樹

ティーエムジェイ 8011101053952 なし

（株）ＴＭＪ ●

〒 160-0023 TEL： 03-6758-5500 ●

東京都新宿区西新宿七丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 丸山　英毅

サポートギョウセイショシホウジン 1011005002599 なし ● ● ●

サポート行政書士法人 ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-5325-1355 ●

東京都新宿区西新宿２‐３‐１新宿モノリス

代表者： 代表社員 鈴木　徹司

イノウエビニール 4070001000328 なし

井上ビニール（株）

〒 371-0015 TEL： 027-231-6999 ●

群馬県前橋市三河町一丁目１番１ー１０８号

代表者： 代表取締役 井上　一彦

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 鈴木　慎哉
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トウキョウハンヤク 1013301023163 オオサカシテン ●

東京反訳（株） 東京反訳（株）　大阪支店

〒 171-0022 TEL： 03-5960-1772 〒 530-0054 TEL： 06-6755-4013 ●

東京都豊島区南池袋３丁目１３番１５号　東伸ビル４Ｆ 大阪府大阪市北区南森町二丁目２番９号　南森町八千代ビル７Ｆ‐Ａ 吉條　一

代表者： 代表取締役 吉田　隆

プロレドパートナーズ 3010401075612 なし ●

（株）プロレド・パートナーズ ●

〒 105-0012 TEL： 03-6435-6581 ●

東京都港区芝大門１‐１０‐１１芝大門センタービル４階

代表者： 代表取締役 佐谷　進

パソナライフケア 5010001151646 なし

（株）パソナライフケア ●

〒 100-8228 TEL： 03-6832-7380 ● ●

東京都千代田区大手町２丁目６番２号

代表者： 代表取締役社長 高橋　康之

アイビーシステム 5100001018142 なし ● ●

アイビーシステム（株） ● ● ● ●

〒 170-0013 TEL： 0266-57-1100 ●

長野県諏訪市高島１丁目２６番２号　Ｍ＆Ｋビル

代表者： 代表取締役社長 田中　慎一郎

スカパージェイサット 7010401072259 なし

スカパーＪＳＡＴ（株）

〒 117-0052 TEL： 03-5571-7800 ●

東京都港区赤坂１丁目８番１号

代表者： 代表取締役執行役員社長 米倉　英一
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アルタイル 2290003004752 なし ●

（同）アルタイル

〒 811-3408 TEL： 0940-51-3079 ●

福岡県宗像市樟陽台二丁目１４番地６

代表者： 代表社員 加藤　治

ブンカザイユニオン 5010001075952 なし

（株）文化財ユニオン ●

〒 113-0034 TEL： 03-5807-8055 ●

東京都文京区湯島二丁目１４番２号

代表者： 代表取締役 千葉　博之

スマートボックス 7011001070520 なし

（株）スマートボックス

〒 107-0061 TEL： 03-5413-5861 ●

東京都港区北青山三丁目３番７号

代表者： 代表取締役 三浦　洋一

コヅレスタイルスイシンキョウカイ 8050005010932 なし

（特非）子連れスタイル推進協会 ●

〒 305-0045 TEL： 029-886-8985 ●

茨城県つくば市梅園２丁目１７番４号　２階

代表者： 理事 光畑　由佳

ハナシカタケンキュウジョ 3010001006447 なし

（株）話し方研究所

〒 103-0012 TEL： 03-5649-0874 ●

東京都中央区日本橋堀留町一丁目１０番１６号

代表者： 代表取締役 福田　賢司

ムセンホウソウセッケイジムショ 1020001029135 なし

（株）無線放送設計事務所

〒 231-0012 TEL： 045-662-7078 ●

神奈川県横浜市中区相生町一丁目１番地　小原ビル

代表者： 代表取締役 川端　竜美

ディーピーピーヘルスパートナーズ 5240001037608 なし

（株）ＤＰＰヘルスパートナーズ

〒 732-0828 TEL： 082-263-8874 ●

広島県広島市南区京橋町１番２３号

代表者： 代表取締役 内海　良夫

ドリームホップ 1011101046260 ホンテン

（株）ドリームホップ （株）ドリームホップ　本店 ● ●

〒 160-0016 TEL： 03-5368-0408 〒 160-0016 TEL： 03-5368-0408 ●

東京都新宿区信濃町１１番地３号 東京都新宿区信濃町１１番地３号

代表者： 代表取締役 椋野　俊之

ハイビレッヂ 4011601005531 なし

（株）ハイビレッヂ

〒 184-0014 TEL： 042-207-6787 ●

東京都小金井市貫井南町四丁目１６番２号

代表者： 代表取締役 坂田　知己
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キッズコーチキョウカイ 7010905002521 なし

（一社）キッズコーチ協会 ●

〒 158-0094 TEL： 03-5797-3566 ● ●

東京都世田谷区玉川２‐１４‐９　ツインシティーＨ　３Ｆ

代表者： 代表理事 島根　太郎

ナカノギジュツ 2030001011685 なし ● ●

（株）中野技術

〒 352-0001 TEL： 048-486-0271 ●

埼玉県新座市東北一丁目１４番１号

代表者： 代表取締役 菅原　広志

ユータイズ 3010001183393 なし ●

（株）ユータイズ ●

〒 104-0033 TEL： 03-6262-8696 ●

東京都中央区新川二丁目１８番１０‐９０１号

代表者： 代表取締役 末吉　広忠

トータルリアルティアドバイザーズ 4010401087796 なし ●

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ ●

〒 107-0052 TEL： 03-5575-7505 ●

東京都港区赤坂三丁目２１番２１号

代表者： 代表取締役 吉村　利一

アビット 2010701017083 なし

アビット（株）

〒 140-0013 TEL： 03-3765-0011 ●

東京都品川区南大井六丁目１７番７号正栄プラザビル３Ｆ

代表者： 代表取締役 浅川　洋子

メディカルランド 5010001058866 なし

（株）メディカルランド

〒 136-0071 TEL： 03-5875-4328 ●

東京都江東区亀戸六丁目５３番９号

代表者： 代表取締役 國本　俊志

ニホンカセイ 6140001072770 なし

日本化成（株）

〒 663-8211 TEL： 0798-38-2787 ●

兵庫県西宮市今津山中町１０番２２号

代表者： 代表取締役 堀田　浩司

スーパードライバーズ 8011202003146 なし

（有）スーパードライバーズ

〒 164-0014 TEL： 03-3489-3981 ●

東京都中野区南台四丁目３４番１０号

代表者： 代表取締役 雨宮　正信

コウボウレストア 3120001134641 なし

（株）工房レストア

〒 551-0031 TEL： 06-4394-7421 ●

大阪府大阪市大正区泉尾六丁目２番２９号テクノシーズ泉尾２０１号

代表者： 代表取締役 平田　正和
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トウヨウソッキ 9010001120424 なし

（株）東洋速記

〒 101-0048 TEL： 03-3255-2793 ●

東京都千代田区神田司町二丁目１４番地

代表者： 代表取締役 大熊　克彦

エイチアールピー 5010001114999 なし ● ●

（株）ＨＲＰ ● ●

〒 101-0061 TEL： 03-3222-1801 ●

東京都千代田区神田三崎町二丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 澤本　和重

スクールキーパー 9020001057401 なし

（株）スクールキーパー

〒 221-0863 TEL： 045-373-3443 ●

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１４９１番地９

代表者： 代表取締役 山下　泰徳

エスビイデー 7060001014061 なし

（株）エスビイデー

〒 323-0023 TEL： 0285-37-7767 ●

栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階

代表者： 代表取締役 皆川　祥子

マリノリサーチ 2190001012577 なし ●

マリノリサーチ（株） ● ● ●

〒 511-0914 TEL： 0594-32-9901 ●

三重県桑名市中山町６０番

代表者： 代表取締役 表　健一郎

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

カンキョウデザインセッケイジムショ 2110001028754 なし

（株）環境デザイン設計事務所 ● ●

〒 162-0814 TEL： 03-5579-8747 ●

東京都新宿区新小川町５番６号　ティーアイビル２０１号

代表者： 代表取締役社長 小川　紀

ライズファクトリー 4010601042650 なし

（株）ライズファクトリー

〒 102-0072 TEL： 03-3288-0099 ●

東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号　日東九段ビル６階

代表者： 代表取締役 戸田　その子

アスク 3020001025157 なし

（株）アスク

〒 247-0021 TEL： 045-894-7702 ●

神奈川県横浜市栄区東上郷町５８番地

代表者： 代表取締役 清水　竹生
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ジンザイカイハツケンキュウジョ 4011101008877 なし

（株）人財開発研究所

〒 160-0011 TEL： 03-3351-9360 ●

東京都新宿区若葉一丁目２２番地　

代表者： 代表取締役 北澤　清孝

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

サンライティング 2140001025220 なし

（株）サン・ライティング

〒 650-0015 TEL： 078-367-2236 ●

兵庫県神戸市中央区多聞通三丁目３番１６号甲南第１ビル１１０１号室

代表者： 代表取締役 谷村　朋昭

パブリックマネジメントコンサルティング 5010401077904 なし ●

（株）パブリック・マネジメント・コンサルティング ●

〒 141-0021 TEL： 03-6456-4660 ●

東京都品川区上大崎三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 阿部　博人

ラング 9400001002178 なし

（株）ラング

〒 020-0834 TEL： 019-613-2693 ●

岩手県盛岡市永井２０地割６１番地５　　ＣＡビル１Ｆ

代表者： 代表取締役 横山　真

アズマカケン 5380001020062 なし ●

東化研（株）

〒 960-8156 TEL： 024-573-7219 ●

福島県福島市田沢字桜台２３番地の２

代表者： 代表取締役 渡邉　昌彦

アンス 3012401020399 なし

（株）アンス

〒 201-0003 TEL： 03-5761-5762 ●

東京都狛江市和泉本町一丁目１２番１‐２０１号

代表者： 代表取締役 荒生　祐一

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

システムキカク 2021001031055 なし ●

（株）システム企画 ● ●

〒 221-0832 TEL： 045-620-0310 ●

神奈川県横浜市神奈川区桐畑１７‐１７　昭和ビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 布川　文雄
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ゲイショウ 8011301008756 なし

（株）芸匠

〒 166-0012 TEL： 03-3313-1121 ●

東京都杉並区和田三丁目６０番１３号

代表者： 代表取締役 長瀬　賢

メディフォン 6010401133086 なし

メディフォン（株）

〒 107-0052 TEL： 03-6426-5451 ●

東京都港区赤坂六丁目１４番２号赤坂倉橋ビル３階

代表者： 代表取締役 澤田　真弓

アルカ 7100001008356 なし ●

（株）アルカ ●

〒 384-0801 TEL： 0267-26-2356 ●

長野県小諸市甲４９番地１５

代表者： 代表取締役 角張　憲子

ウインコス 6010005006911 なし

ウインコス（協）

〒 112-0004 TEL： 03-3868-6090 ●

東京都文京区後楽二丁目１番２号

代表者： 理事長 伊藤　忠成

ビーコンラーニングサービス 4010001160557 なし

（株）ビーコンラーニングサービス

〒 103-0025 TEL： 03-6231-1670 ●

東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号　

代表者： 代表取締役 近藤　雅人

ニホンエイシンシステムセッケイ 3010401114576 なし

日本栄伸システム設計（株）

〒 108-0023 TEL： 03-6453-7855 ●

東京都港区芝浦四丁目５番１１‐１０７号

代表者： 代表取締役 園田　幸一

ケイアイショウジ 2020001097619 なし

恵愛商事（株）

〒 145-0064 TEL： 03-4405-8218 ●

東京都大田区上池台一丁目７番１６‐３１３号

代表者： 代表取締役 藤江　恵子

フリーフライト 6011201019228 なし

（株）フリーフライト

〒 169-0075 TEL： 03-6380-3541 ●

東京都新宿区高田馬場一丁目６番１６号

代表者： 取締役 豊泉　弥生

ニホンセンパクセツケイキヨウカイ 5020005009410 なし

（一社）日本船舶設計協会 ●

〒 222-0033 TEL： 045-548-6501 ●

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番地１９

代表者： 代表理事 吉田　直美
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ニホンケンポ 4120001164209 なし ●

日本健保（株） ● ●

〒 571-0038 TEL： 03-5917-5900 ● ●

大阪府門真市柳田町４番１７号

代表者： 代表取締役 山本　剛

ビソウシャトショカンセイホン 7010801010000 なし

美装社図書館製本（株）

〒 146-0085 TEL： 03-3754-4521 ●

東京都大田区久が原一丁目１６番８号

代表者： 代表取締役 笠原　洋行

イーシーインターナショナル 7011001106209 なし

（株）イー・シー・インターナショナル

〒 150-0012 TEL： 03-6459-3210 ●

東京都渋谷区広尾一丁目１１‐２　アイオス広尾ビル

代表者： 代表取締役社長 久保　雄嗣

コンパスホケン 5010401078877 なし

（株）コンパス保険

〒 107-0062 TEL： 03-5468-0321 ●

東京都港区南青山五丁目４番３５号　たつむら青山ビル１２階

代表者： 代表取締役 原田　善明

シュトケンフドウサンカンテイ 9010001073705 なし

首都圏不動産鑑定（株）

〒 102-0072 TEL： 03-3512-0430 ●

東京都千代田区飯田橋二丁目１番４‐７０１号

代表者： 代表取締役 海野　弘昭

チイキトギョウセイヲササエルギジュツフォーラム 5010405004648 なし

（特非）地域と行政を支える技術フォーラム

〒 106-0032 TEL： 03-3403-2325 ●

東京都港区六本木３‐１４‐９　妹尾ビル４Ｆ

代表者： 理事長 原田　敬美

トウホクギジロクセンター 2370001015925 なし ●

（株）東北議事録センター

〒 983-0833 TEL： 022-252-7456 ●

宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号

代表者： 代表取締役 花角　潤一

マッコウボウ － なし

まっ工房

〒 198-0036 TEL： 080-1211-7718 ●

東京都青梅市河辺町２丁目９６２番地の１藤和シティコープ河辺１０４

代表者： 代表 薄井　誠

エヌティエスソウゴウベンゴシホウジン 5010005025697 なし

ＮＴＳ総合弁護士法人

〒 108-0023 TEL： 03-6453-7040 ●

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

代表者： 代表社員 櫻井　宏平
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フューチャーセッションズ 5011001073814 なし

（株）フューチャーセッションズ

〒 150-0002 TEL： 03-6427-9911 ●

東京都渋谷区渋谷３丁目１０番５号　ＴＯＴＨＡＭビル４Ｆ

代表者： 代表取締役社長 有福　英幸

ワセダソッキ 6013301008036 なし

早稲田速記（株）

〒 171-0033 TEL： 03-3200-8671 ●

東京都豊島区高田三丁目１１番１７号

代表者： 代表取締役 保坂　正春

テラコーポレーション 2010001023708 なし

（株）テラ・コーポレーション

〒 113-0033 TEL： 03-3815-1981 ●

東京都文京区白山一丁目２０番４号　ハウス白山ビル４階

代表者： 代表取締役 高重　和枝

アイビット 2030001112995 なし ● ●

（株）アイビット ● ●

〒 330-0843 TEL： 048-783-5211 ●

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目１０３番地

代表者： 代表取締役 星合　文明

ミナトコウカイケイ 7010401130058 なし ●

（株）港公会計 ●

〒 105-0004 TEL： 03-6452-9079 ●

東京都港区新橋三丁目９番１０号天翔新橋ビル

代表者： 代表取締役 井上　大輔

アクトフドウサンカンテイ 5011001065266 なし

（株）アクト不動産鑑定

〒 150-0002 TEL： 03-6427-7578 ●

東京都渋谷区渋谷二丁目２番４号青山アルコープ３０２

代表者： 代表取締役 家島　健輔

トウカイホケンブローカー 7180001044682 なし

東海保険ブローカー（株）

〒 450-0002 TEL： 052-587-2500 ●

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号

代表者： 代表取締役 河合　敏之

ダイイチコウクウ 3122001019260 ヤオジギョウホンブ

第一航空（株） 第一航空（株）　八尾事業本部

〒 593-8324 TEL： 072-271-5501 〒 581-0043 TEL： 072-923-8095 ●

大阪府堺市西区鳳東町四丁４０１番地１ 大阪府八尾市空港２丁目１２番地 木田　準一

代表者： 代表取締役 西洞院　満寿美

フォレスターズプロ 2021001053966 なし

（株）Ｆｏｒｅｓｔｅｒｓ　ＰＲＯ ●

〒 255-0005 TEL： 090-7238-5504 ●

神奈川県中郡大磯町西小磯９２番地２１号

代表者： 代表取締役 高橋　聖生
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シュウゴ 4010501032140 なし

（株）修護

〒 116-0013 TEL： 03-5604-5208 ●

東京都荒川区西日暮里二丁目２８番４号

代表者： 代表取締役 池田　和彦

ヨコタシンイチコウニンカイケイシジムショ － なし ●

横田慎一公認会計士事務所 ● ●

〒 538-0052 TEL： 090-9549-4241 ●

大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３‐２０７号

代表者： 所長 横田　慎一

イマジン 1021001004796 なし ●

（株）ＩＭＡＧＩＮＥ ● ● ●

〒 252-0816 TEL： 0466-21-8550 ●

神奈川県藤沢市遠藤４２２９番１号　慶應義塾大学ｅ‐ケア・スタジオ

代表者： 代表取締役 平井　輝幸

ベンゴシホウジンライズソウゴウホウリツジムショ 3030005002985 なし

弁護士法人ライズ綜合法律事務所

〒 330-0846 TEL： 048-650-0001 ●

埼玉県さいたま市大宮区大門町１‐１　ミナトビル５Ｆ

代表者： 代表社員 田中　泰雄

ムサシノブンカザイシュウフクケンキュウショ 4011302009162 なし

（有）武蔵野文化財修復研究所

〒 166-0015 TEL： 03-5306-3346 ●

東京都杉並区成田東４丁目３６番１５号

代表者： 取締役 石原　道知

ファーストユニオン 3020001087949 なし ● ●

（株）ファーストユニオン ●

〒 213-0023 TEL： 045-620-7925 ●

神奈川県川崎市高津区子母口７０１番地２

代表者： 代表取締役 倉地　航

アズシス 8011001119093 なし

アズシス（株）

〒 152-0022 TEL： 03-5787-8872 ●

東京都目黒区柿の木坂３ー３ー１　ＴＲＣビル３階

代表者： 代表取締役 東　和信

リドライブラリー 8021001068216 なし ●

（株）リドライブラリー

〒 250-0106 TEL： 0465-20-3297 ●

神奈川県南足柄市怒田３１８番地９

代表者： 代表取締役 比企　賢志

シーティーエスカンサホウジン 7180005016884 なし

ＣＴＳ監査法人 ●

〒 461-0004 TEL： 052-508-8786 ●

愛知県名古屋市東区葵三丁目１８番１７号　サンプレー名古屋ビル３階

代表者： 統括代表社員 大場　康史
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サポートホールディングス 1010901025358 なし ● ● ●

（株）サポートホールディングス ● ●

〒 530-0003 TEL： 06-6442-3919 ●

大阪府大阪市北区堂島１‐６‐２０堂島アバンザ

代表者： 代表取締役 鈴木　徹司

エヌピーオービジネスサポート 8011405001269 なし ●

（特非）エヌピーオービジネスサポート ● ● ●

〒 174-0064 TEL： 090-8855-9573 ●

東京都板橋区中台三丁目２７‐Ｄ‐１４０４

代表者： 理事長 朝倉　久男
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カンキョウクリーン － なし ●

環境クリーン

〒 113-0021 TEL： 03-5809-0900 ●

東京都文京区本駒込５丁目３６番１号本駒ヒルズ１０１

代表者： 代表 矼　康雄

トウキョウシュウフクホゾンセンター 5013102006454 なし ●

（有）東京修復保存センター

〒 198-0063 TEL： 0428-76-2301 ●

東京都青梅市梅郷四丁目６５５番地

代表者： 代表取締役 坂本　恵子

ホケンシ 3030001067165 なし

ほけんし（株）

〒 110-0005 TEL： 03-6802-8793 ●

東京都台東区上野３‐１８‐１３

代表者： 代表取締役 井谷　衣里

ワークウェイ 5010401133665 なし ●

ＷｏｒｋＷａｙ（株） ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-6383-3760 ●

東京都港区南青山５丁目１３番２号

代表者： 代表取締役社長 花田　真也

チホウソウセイコンサルティング 3011601021843 なし

地方創生コンサルティング（株）

〒 176-0002 TEL： 03-6914-9656 ●

東京都練馬区桜台二丁目１６番６号

代表者： 代表取締役 鈴木　伸明

カイギジョウホウシステム － なし

会議情報システム

〒 146-0092 TEL： 03-6715-2043 ●

東京都大田区下丸子三丁目８番８号　ビークルコート４０４号

代表者： 代表 原　照子

コンセライズ 2010501043602 なし ●

（株）コンセライズ ● ● ●

〒 110-0008 TEL： 03-5843-6407 ●

東京都台東区池之端二丁目３番２０‐９０２号ザ・パークハウス上野池之端レジデンス

代表者： 代表取締役 岩瀬　敦智

プロテック 3011101079639 なし

（株）プロテック

〒 662-0863 TEL： 0798-72-3555 ●

兵庫県西宮市室川町１２番３号

代表者： 代表取締役 小前　喜敬

エナジーサンイチイチ 7050001037377 なし ●

（株）エナジー３１１ ● ●

〒 300-0043 TEL： 080-3361-9270 ●

茨城県土浦市中央一丁目１１番１７号

代表者： 代表取締役 小野村　一博
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オーエムジームーブメント 5011103009732 なし

ＯＭＧムーブメント（同）

〒 160-0022 TEL： 03-6555-3686 ●

東京都新宿区新宿一丁目３６番２号

代表者： 代表執行社員 廣瀬　真

ニホンイリョウフクシコンサルティング 6010001212570 なし

（株）日本医療福祉コンサルティング ●

〒 101-0041 TEL： 090-9908-2141 ●

東京都千代田区神田須田町１‐２‐７淡路町駅前ビル３階

代表者： 代表取締役 横塚　大介
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