
指名競争入札参加者名簿

FAX

0545-53-8005 0545-53-8017

0545-61-8593 0545-64-7187

0545-71-3539 0545-71-7893

0545-33-4115 0545-33-4116

0545-52-0256 0545-53-7692

0545-33-1906 0545-32-0036

0545-33-1110 0545-33-2432

0545-33-0245 0545-32-2554

0545-52-3973 0545-52-7140

0545-64-5155 0545-64-0551

0545-73-1111 0545-73-1112

0545-34-4226 0545-34-4227

0545-52-5220 0545-52-4370

輸送機器　一般資材

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

201
愛英自動車工業

髙田　道

236
㈱色八屋

代表取締役　服部　伸也
〒416－0947　　富士市宮下159－15

72
㈱エコアップ

代表取締役　白谷　良輔
〒417－0011　　富士市鈴川本町11－28

㈱カネコ
代表取締役　金子　真平

〒417－0011　　富士市鈴川本町2番1号

備　　　　　考

　【市内】
物　品　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所

印刷製本　広告・標識　作成等

理工機材　医療・衛生・薬品　作成等

〒417－0001　　富士市今泉362－4

一般資材　リース・レンタル　清掃等

印刷製本　事務用品　教育用品　日用品　繊維製品
電機製品　屋内製品　理工機材　広告・標識
消防・防災用品　機械器具　一般資材

16

187
㈱大松園

代表取締役　渡井　清視
〒417－0001　　富士市今泉2116－3

30
㈲かわかく

代表取締役　川島　德彦
〒417－0015　　富士市鈴川町3－7 事務用品　日用品　屋内製品　広告・標識

消防・防災用品　機械器具　一般資材　水道用資材
その他

185
㈲三光堂

代表取締役　鈴木　和幸
印刷製本　事務用品　教育用品　日用品　屋内製品
広告・標識

〒417－0012　　富士市鈴川東町11番29号

249
㈱エイコウサービス

代表取締役　北條　靖
〒419－0201　　富士市厚原2022番地の1 清掃等

教育用品
234

（同）学進堂書店
代表社員　佐野　眞知子

〒417－0051　　富士市吉原2丁目6－1

〒416－0909　　富士市松岡475番地の5

保守等
220

㈲スルガマシナリー
代表取締役　大島　守

〒417－0847　　富士市比奈2737－8

代表取締役　鈴木　文三
〒417－0058　　富士市永田北町9番15号 日用品　繊維製品　電機製品　広告・標識

消防・防災用品　機械器具　その他　保守等

170
㈱静岡総合処理センター

代表取締役　佐野　清二
清掃等

84
サンコー防災㈱

230
㈱須走総合企画

代表取締役　鈴木　和子
〒419－0201　　富士市厚原字八反田202－2 保守等　清掃等



指名競争入札参加者名簿

FAX

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

備　　　　　考

　【市内】
物　品　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所

0545-63-1114 0545-63-1118

0545-72-3211 0545-72-3222

0545-52-6798 0545-52-6838

0545-52-2206 0545-51-4845

0545-63-3709 0545-62-1336

0545-52-3126 0545-53-4135

0545-52-0433 0545-52-9776

0545-33-0383 0545-33-0038

0545-61-2881 0545-61-5627

0545-32-0730 0545-32-0733

0545-53-3430 0545-53-0903

0545-53-2755 0545-53-2580

0545-34-5640 0545-34-5641
167

㈱ＭＩＣＳ
代表取締役　村松　秀司

〒417－0821　　富士市神谷157

代表取締役　上柳　正仁

日用品　作成等　保守等　清掃等
181

㈱東亜ビルサービス
代表取締役　宮本　信勇

〒419－0201　　富士市厚原131番地の1

㈲中丸自動車
代表取締役　望月　洋一

〒416－0933　　富士市中丸211－1

223

204
㈱ダスキン富士宮　ダスキン蓼原支店

支店長　大平　正芳
〒416－0931　　富士市蓼原189－10 リース・レンタル

電機製品　機械器具東名電機㈱

輸送機器
136

㈱富士ホンダ
代表取締役　増田　憲一郎

〒417－0002　　富士市依田橋770－1

95
㈱富士理科

代表取締役　岡島　守良
理工機材

㈱プランニング富士
代表取締役　鈴木　和彦

〒417－0056　　富士市日乃出町86

〒417－0001　　富士市今泉1774－1

122
富士ロードサービス㈱

代表取締役　鈴木　誠治
〒417－0002　　富士市依田橋388番地の1 清掃等

174

98
㈲ハギワラ

代表取締役　田中　成佳
〒417－0001　　富士市今泉533－1 事務用品　日用品　屋内製品　理工機材　広告・標識

消防・防災用品　機械器具　一般資材　水道用資材
その他

印刷製本　屋内製品　広告・標識　その他
リース・レンタル　作成等

〒416－0937　　富士市宮島574番地の7

事務用品　作成等

印刷製本　事務用品
追2

47
中川衣料㈱

代表取締役　中川　康
〒417－0051　　富士市吉原4－18－17 教育用品　日用品　繊維製品　広告・標識

消防・防災用品　医療・衛生・薬品　清掃等

257
野口酸素㈱

輸送機器　燃料・油
237

代表取締役　野口　栄一
〒417－0033　　富士市島田町1－46－1 事務用品　日用品　屋内製品　理工機材　広告・標識

消防・防災用品

㈱マック 代表取締役社長
久保田　敏

〒417－0001　　富士市今泉316-2



指名競争入札参加者名簿

FAX

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

備　　　　　考

　【市内】
物　品　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所

0545-52-5597 0545-52-6687

0545-61-0030 0545-63-3821

0545-60-0001 0545-60-0530

0545-52-1981 0545-52-1981

0545-52-1951 0545-53-9542

0545-32-7200 0545-32-7205

0545-61-8402 0545-63-9654

〒416－0906　　富士市本市場422－1

239
ラボサービス㈱

代表取締役　石井　達也
事務用品　教育用品　日用品　繊維製品　電機製品
理工機材　消防・防災用品　医療・衛生・薬品
機械器具　保守等　清掃等

〒417－0014　　富士市鈴川西町14－38
　　　　　　　　コーポ石井202号

理工機材　医療・衛生・薬品　機械器具　その他
作成等　清掃等112

教育用品　理工機材　広告・標識　消防・防災用品
一般資材　水道用資材　その他

91

159
ヤマカ㈱

代表取締役　加藤　泰秀
〒416－0953　　富士市蓼原町1564番地

立華㈱
代表取締役　池田　勝弘

一般資材　清掃等

電機製品　機械器具
50
村松電機㈱

代表取締役　村松　昌夫
〒419－0201　　富士市厚原232－2

印刷製本　作成等

256
㈱矢部商店

代表取締役　矢部　顕男
〒416－0916　　富士市平垣109－3

177
㈲山大工業所

代表取締役　大橋　康代
〒417－0026　　富士市南町3－18

日用品　消防・防災用品山下靴鞄店
代表　山下　誠

〒417－0052　　富士市中央町2－9－10



指名競争入札参加者名簿

FAX

0545-51-5311 0545-51-5312

0545-38-3333 0545-38-3456

0545-51-1275 0545-51-7636

0545-53-8531 0545-52-2950

0545-61-2100 0545-61-2101

0545-52-5959 0545-52-5961

0545-63-7600 0545-66-0506

0545-61-6771 0545-61-6772

0545-53-1070 0545-53-6122

199
櫻井化学興業㈱

代表取締役　櫻井　公暢
〒417－0821　　富士市神谷954－1 医療・衛生・薬品

物　品　　・　準市内（富士市及び富士宮市）

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

　【準市内】

102
遠藤科学㈱富士営業所

所長　田代　勝也
〒417－0035　　富士市津田町30－2 電機製品　理工機材

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

6
㈱東日　富士営業所

所長　大竹　雄一郎
〒416－0901　　富士市岩本99－1 電機製品　作成等

155
昭和設計㈱東部事務所

所長　細川　将人
〒417－0862　　富士市石坂85－27 作成等

185
東海理機㈱富士営業所

所長　青島　靖記
〒417－0058　　富士市永田北町6番16号 理工機材

68
㈱フジヤマ　富士営業所

所長　小杉　泰裕
印刷製本　リース・レンタル　作成等　保守等〒416－0917　　富士市元町7－3

41
服部エンジニア㈱富士事務所

所長　乙黒　幹彦
〒417－0055　　富士市永田町2－7 印刷製本　作成等

231
ミドリ安全沼津㈱富士営業所

営業所長　美濃部　和夫
〒416－0912　　富士市加島町3－7 日用品　繊維製品　消防・防災用品

153
㈱レンタルのニッケン　富士営業所

所長　望月　邦生
〒417－0034　　富士市津田259番5号 電機製品　理工機材　機械器具　リース・レンタル

作成等



指名競争入札参加者名簿

FAX

054-282-7215 054-285-6020

054-261-8811 054-261-8836

055-964-0711 055-952-7077

054-253-0411 054-253-0412

054-251-3130 054-251-4021

054-289-3000 054-289-2988

055-963-0538 055-951-0812

055-946-0077 055-946-0078

055-921-7877 055-924-3469

0557-85-3258 0557-85-3259

055-951-1700 055-951-1074

054-251-7977 054-251-7980

055-933-9523 055-933-9524

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

　【県内】
物　品　　・　県　内

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

〒410－0022　　沼津市大岡1975－33 消防・防災用品　医療・衛生・薬品

63
荏原実業㈱静岡支社

支社長　山口　寛
〒422－8076　　静岡市駿河区八幡二丁目2番25号 理工機材　消防・防災用品　医療・衛生・薬品

機械器具　水道用資材　その他　保守等

89
㈱アドテック

代表取締役　安藤　穗連
〒410－0863　　沼津市本字下一丁田886－23 理工機材

124
昱耕機㈱静岡営業所

所長　榊原　康人
〒422－8008　　静岡市駿河区栗原6番25号 電機製品　機械器具　保守等　清掃等

35

7
㈱カツマタ

代表取締役　勝又　徹

38
クリーンサービス㈱

代表取締役　久保田　真矢
〒410－0871　　沼津市西間門字神明169－1 保守等　清掃等

217
管清工業㈱静岡営業所

所長　姫田　重幸
〒413－0021　　熱海市清水町6－27 作成等　清掃等

アイテック㈱静岡支店
支店長　長谷川　正明

〒422－8032　　静岡市駿河区有東二丁目12番21号 保守等

65
㈱ＮＪＳ　静岡事務所

所長　平賀　健
〒420－0032　　静岡市葵区両替町二丁目4番地15 作成等　保守等

54
NECキャピタルソリューション㈱

静岡支店長　永井　貴久
〒420－0851　　静岡市葵区黒金町3番地 リース・レンタル

11
オリジナル設計㈱静岡東部営業所

所長　海野　倫裕
〒410－2211　　伊豆の国市長岡124－7 作成等

108
オリエント工業㈲

代表取締役　久保田　亮輔
〒410－0871　　沼津市西間門172番地の1 清掃等

76
㈱小林保全

代表取締役　小林　信彦
〒410－0841　　沼津市本字下河原町100番地 清掃等

190
国際航業㈱静岡支店

支店長　小林　誠
〒420－0859　　静岡市葵区栄町4番地の10（朝日生 印刷製本　電機製品　屋内製品　その他

リース・レンタル　作成等　　　　　　静岡栄町ビル）



指名競争入札参加者名簿

FAX

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

　【県内】
物　品　　・　県　内

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

0557-48-9330 0557-48-8890

055-987-5150 055-987-5120

054-289-1369 054-289-1398

055-964-0120 055-964-0121

055-926-2601 055-926-2603

054-255-7788 054-255-2040

054-643-2468 054-643-6512

054-251-6251 054-251-6266

054-250-0451 054-272-6872

055-931-1528 055-931-1872

055-994-9917 055-994-9918

054-273-4515 054-255-3639

055-922-1469 055-923-7594

179
三立ケミー㈱本社営業所

所長　国分　英二
〒411－0941　　駿東郡長泉町上土狩697－1 理工機材　医療・衛生・薬品

146
㈱斉藤組

代表取締役社長　齋藤　稔
〒414－0001　　伊東市宇佐美1842 清掃等

169
静岡日電ビジネス㈱沼津支店

支店長　高尾　和則
〒410－0801　　沼津市大手町3－8－23 事務用品　電機製品　作成等　保守等

58
ＪＡ三井リース㈱静岡支店

静岡支店長　森田　崇
〒422－8067　　静岡市駿河区南町18番1号 リース・レンタル

254
静銀リース㈱

代表取締役　 澤　一秀
〒420－0031　　静岡市葵区呉服町一丁目1番地の2 リース・レンタル

151
静岡無線サ－ビス㈱

代表取締役　櫻井　牧
〒410－0058　　沼津市沼北町1－15－16 電機製品　保守等

183
㈱中央ジオマチックス　静岡営業所

所長　戸田　幸司
〒420－0064　　静岡市葵区本通4丁目3番地の7 印刷製本　広告・標識　作成等

53
㈱城南メンテナンス

代表取締役　石原　純一
〒426－0031　　藤枝市築地323番地 医療・衛生・薬品　リース・レンタル　作成等　保守等

清掃等

86
太平ビルサービス㈱静岡支店

支店長　大窪　九巳夫
〒420－0852　　静岡市葵区紺屋町11－17 作成等　保守等　清掃等

134
東海下水道整備㈱沼津営業所 取締役兼沼津営業所長

松本　正一

〒410－0822　　沼津市下香貫浜田2996番地 清掃等

252
ナブコシステム㈱沼津営業所

所長　佐々木　亮一
〒410－0065　　沼津市花園町9－7 保守等

52
東京電気管理技術者協会　富士地区会

代表　花野　富美夫
〒410－0058　　沼津市沼北町1－10－1　プラザ 保守等

　　　　　　　　パシフィック201号

148
東芝インフラシステムズ㈱静岡支店

統括責任者　中司　規夫
〒420－0853　　静岡市葵区追手町3番11号 電機製品　機械器具　保守等



指名競争入札参加者名簿

FAX

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

　【県内】
物　品　　・　県　内

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

054-200-1469 054-253-6928

054-200-6745 054-200-6746

054-277-0373 054-277-0723

054-287-6331 054-287-6301

055-963-4455 055-963-0335

054-289-5580 054-289-5585

053-416-4000 053-416-4001

052-726-8067 052-726-8068

054-202-8900 054-202-8899

054-254-1000 054-254-1578

055-967-6155 055-967-3609

054-247-1211 054-247-1230

054-280-6671 054-287-5815

87
日之出水道機器㈱静岡営業所

所長　雨宮　秀征
〒420－0801　　静岡市葵区東千代田3-8-33　2Ｆ 水道用資材

〒422－8067　　静岡市駿河区南町11番1号 印刷製本　事務用品　電機製品　理工機材
リース・レンタル　作成等　保守等

26
㈱日本テクノ

代表取締役　鈴木　将斗
〒422－8044　　静岡市駿河区西脇611－1 電機製品　理工機材　リース・レンタル　作成等

保守等

166
松本印刷㈱沼津営業所

所長　村下　誠
〒410－0305　　沼津市原町中1－7－11 印刷製本　事務用品

4
フジ地中情報㈱静岡営業所

所長　佐々木　尉浩
〒422－8043　　静岡市駿河区中田本町56－32 作成等

82
西日本電信電話㈱静岡支店

支店長 土井内　裕章
〒420－8685　　静岡市葵区城東町5番1号 事務用品　電機製品　作成等　保守等

101
日本産業廃棄物処理㈱

代表取締役　重田　和夫
〒421－1221　　静岡市葵区牧ヶ谷2465番地 清掃等

9
㈱日水コン　静岡事務所

所長　進藤　桂吾
〒420－0839　　静岡市葵区鷹匠3－7－25 作成等

　　　　百小屋ビル

電機製品　機械器具　保守等

131
㈱浜名湖国際頭脳センター

代表取締役　森永　春二
〒432－8003　　浜松市中区和地山三丁目1番7号 印刷製本　事務用品　電機製品　リース・レンタル

作成等　保守等

70
日本電気㈱沼津支店

支店長　村田　武志
〒410－0801　　沼津市大手町三丁目8番23号 事務用品　電機製品　消防・防災用品　作成等

保守等

140
㈱フューチャーイン　静岡支店

支店長　岡戸　隆明
〒420－0851　　静岡市葵区黒金町11－7　三井生命 事務用品　電機製品　作成等　保守等

　　　　　　　静岡駅前ビル8F

46
㈱パスコ　静岡支店

支店長　樋口　智彦

78
メタウォーター㈱静岡営業所

所長　南澤　高男
〒422－8051　　静岡市駿河区中野新田57－193 電機製品　理工機材　機械器具　その他　保守等

100
宮澤電池産業㈱

代表取締役　宮澤　学
〒420－0804　　静岡市葵区竜南一丁目10番28号



指名競争入札参加者名簿

FAX

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

　【県内】
物　品　　・　県　内

平成　３ ０　・　３ １　年度 　　物　品

055-923-0070 055-923-7057
200

菱友冷熱㈱
代表取締役　勝亦　明

〒410－0011　　沼津市岡宮1378番地の22 電機製品　保守等



指名競争入札参加者名簿

FAX

03-5961-7911 03-5961-7912

03-3413-5821 03-3412-1255

0467-79-3919 0467-70-6609

084-954-6700 084-954-6703

052-551-6466 052-551-6467

0532-55-3951 0532-52-7530

050-3189-7092 03-6740-1733

045-475-2960 045-475-2961

0465-21-2166 0465-23-4022

052-571-8977 052-565-0746

所長　山本　浩史
〒440－0069　　愛知県豊橋市御園町6－8 消防・防災用品　水道用資材

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

214
川田テクノシステム㈱

代表取締役　山野　長弘

代表取締役　澤　吉昭
作成等

支店長　石塚　浩
〒250－0011　　神奈川県小田原市栄町1－6－4

225
㈱パネイル

代表取締役　名越　達彦
〒100－0004　　東京都千代田区大手町一丁目5番1号

　　物　品

〒155－0031　　東京都世田谷区北沢2－22－13
　　　　XAビル3階

　【県外】
物　品　　・　県　外

平成　３ ０　・　３ １　年度

㈱澤速記事務所

三菱電機ビルテクノサービス㈱横浜支社

西湘支店

246
前澤工業㈱横浜支店

253

175
長島鋳物㈱豊橋営業所

213

〒114－0023　　東京都北区滝野川6－3－1 事務用品　電機製品　作成等

255
㈱ジーセルビス

代表取締役社長　小口　博史
〒252－1107　　神奈川県綾瀬市深谷中8丁目8番6号 理工機材

233
㈱都市整備

代表取締役　長谷　恵俊
作成等　清掃等

51

㈱山越
代表取締役　相澤　宏暢

〒451－0051　　愛知県名古屋市西区則武新町 作成等　清掃等

　　　　　　一丁目3番5号

燃料・油

保守等

118
ツネイシカムテックス㈱

代表取締役社長　曽我　友成
〒720－0313　　広島県福山市沼隈町大字常石 清掃等

　　　1083番地

〒451－0051　　愛知県名古屋市西区則武新町
　　　　　4丁目4番6号

〒222－0033　　神奈川県横浜市港北区新横浜 水道用資材

　　　　　　　二丁目14番27号支店長　星　進一郎


