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令和０５年度

（株）アイアールエス　　代表取締役　牧野

（株）ＩＥＭ　　代表取締役　角野　修一

（株）アイヴィジット　　代表取締役　砂長

（株）ＩＨＩ原動機　　代表取締役　赤松　

（株）アイ・エス・ビー　甲府事業所　マネ

あいおいニッセイ同和インシュアランスサー

あいおいニッセイ同和損害保険（株）　山梨

（株）アイ・サポート　　代表取締役　長澤

（株）アイタック　　代表取締役　髙島　直

愛知時計電機（株）　東京支店　執行役員支

（株）アイティフォー　　代表取締役　佐藤

ＩＴｂｏｏｋ（株）　　代表取締役　石田　

（株）アイ・ディー・エー　山梨事務所　所

（株）アイネス　公共営業部　部長　前田　

アイビーシステム（株）　　代表取締役　吉

（株）アイメック　　代表取締役　石川　勝

アイリスオーヤマ（株）　　代表取締役　大

（有）アウティングプロダクツエルク　　代

葵工業（株）　　代表取締役　鎌田　雅之

調査・研究　　その他

水処理　　建物管理　　その他

その他　　イベント企画等　　調

建物管理　　その他

情報・通信

保険

保険

情報・通信　　調査・研究

機械器具　　リース　　事務用品

計量・測量機器　　水処理　　情

情報・通信　　その他　　リース

調査・研究　　その他　　情報・

調査・研究　　印刷・製本　　そ

情報・通信　　印刷・製本　　事

情報・通信　　リース

建物管理　　水処理　　電気製品

電気製品　　計量・測量機器　　

スポーツ用品　　衣料　　ポンプ

看板・プレート

アイアールエス

アイイーエム

アイウイシツト

アイエイチアイケントウキ

アイエスヒー

アイオイニツセイトウワイン

アイオイニツセイトウワソン

アイサホート

アイタツク

アイチトケイテンキ

アイテイフオー

アイテイフツク

アイテイーエー

アイネス

アイヒーシステム

アイメツク

アイリスオーヤマ

アウテインクフロタクツエル

アオイコウキヨウ

0000022072

0004002506

0004000067

0000022115

0004002623

0004001773

0000026540

0004002622

0004000595

0000022150

0000030841

0000032917

0004002624

0000034426

0004002004

0000021421

0004002474

0004002448

0004002484

県外

県外

県外

県外

営業所

営業所

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

市内

県外

市内

県外

　昭雄

　淳洋

真生

ージャー　福田　二八

　ビス（株）山梨支店　支店長　山崎　栄治

支店　支店長　梶山　治哉

　順

美

店長　河上　智洋

　恒徳

伸一

長　小林　賢一

好治

野　正美

秀

山　晃弘

表取締役　柳澤　仁

シユアランスサーヒス

カイホケン

ク

査・研究

報・通信

通信

の他

務用品

事務用品
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（株）青木商店　　代表取締役　青木　慶将

青柳印刷（株）　　代表取締役　青柳　昇

（株）青柳材木店　　代表取締役　青柳　雅

（株）ＡＫＩ研究所　　代表取締役　穐山　

秋山紙販売（株）　　代表取締役　秋山　剛

秋山生花店　　代表　秋山　一彦

秋山陶器店　　代表　秋山　功

昱（株）　東京支店　取締役支店長　武内　

（株）アクアインターナショナル　　代表取

（株）アクアテック　　代表取締役　寺西　

（株）アクアテック　関東営業所　所長　河

アクタス（税）　　代表社員　加藤　幸人

（株）アクティオ　甲府営業所　所長　古屋

（株）ＡＣＴクリエイティブオフィス　　代

（株）アクトプロ　　代表取締役　新谷　学

アクモスメディカルズ（株）　メディカル事

アクリーグ（株）　　代表取締役　磯山　貴

（株）アクロホールディングス　　代表取締

（株）あさひ警備保障　　代表取締役　中村

廃品

印刷・製本

建設資材・木材

水処理　　調査・研究　　その他

事務用品　　その他

生花

荒物・金物　　調理機器　　お茶

ポンプ　　計量・測量機器　　機

食糧品　　その他

建物管理　　水処理　　その他

水処理　　その他

その他

リース　　機械器具　　イベント

清掃　　水処理　　ポンプ

その他

情報・通信　　その他

情報・通信　　調査・研究

情報・通信　　調査・研究　　イ

警備

アオキシヨウテン

アオヤキインサツ

アオヤキサイモクテン

アキケンキユウシヨ

アキヤマカミハンハイ

アキヤマセイカテン

アキヤマトウキテン

アキラ

アクアインターナシヨナル

アクアテツク

アクアテツク

アクタス

アクテイオ

アクトクリエイテイフオフイ

アクトフロ

アクモスメテイカルス

アクリーク

アクロホールテインクス

アサヒケイヒホシヨウ

0004001411

0000022341

0004002884

0004000062

0004000600

0000025369

0000021724

0004001469

0004000653

0000021685

0004001033

0004001759

0000030832

0004001131

0004002851

0004002003

0004001059

0004002312

0000036111

県外

県内

市内

県内

市内

市内

市内

県外

市内

県内

県外

県外

営業所

市内

県外

県外

県外

県外

市内

紀

昭彦

敬司

締役　樋口　光仁

秀之輔

瀬　直之

　亮

表取締役　山村　周三

業部　事業部長　橋本　宏一

志

役　小野　賀津雄

　英夫

ス

・セトモノ

械器具

企画等

ベント企画等
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朝日航洋（株）　山梨支店　支店長　妹尾　

旭室環　　代表　皆川　和寛

（株）アサヒ総合サービス　　代表取締役　

アサヒプリテック（株）　静岡営業所　静岡

アジア航測（株）　山梨営業所　所長　甲賀

（株）アシストエンジニアリング　　代表取

（株）明日葉　　代表取締役　大隅　太嘉志

（株）アスカ　八王子支店　支店長　近藤　

アズサイエンス（株）　甲府営業所　所長　

アズビル（株）　ビルシステムカンパニー　

アズビル金門（株）　東京支社　取締役執行

アスフィール（株）　　代表取締役　山本　

（株）アスモフードサービス中日本　　代表

（株）アスロック　　代表取締役　小林　正

（株）アセラ　　取締役社長　三枝　徹也

（株）アセラ技建　　代表取締役　久保田　

（株）アセンサ　大阪支店　支店長　松岡　

（株）アダストサービス　ベンダー事業部　

（株）アドヴァンスト・インフォー　メイシ

調査・研究　　情報・通信　　リ

建物管理　　調査・研究　　計量

清掃　　建物管理　　警備

廃棄物処理

情報・通信　　調査・研究　　リ

イベント企画等　　情報・通信　

その他　　調査・研究

その他

医薬品　　農工業薬品　　医療器

建物管理　　電気製品　　機械器

計量・測量機器

記念品　　事務用品　　印刷・製

給食

建物管理　　ポンプ　　電気製品

農工業薬品　　医薬品　　水処理

種苗・造園　　農工業薬品　　農

その他　　情報・通信

食糧品

情報・通信　　電気製品　　事務

アサヒコウヨウ

アサヒシツカン

アサヒソウコウサーヒス

アサヒフリテツク

アシアコウソク

アシストエンシニアリンク

アシタハ

アスカ

アスサイエンス

アスヒル

アスヒルキンモン

アスフイール

アスモフートサーヒスナカニ

アスロツク

アセラ

アセラキケン

アセンサ

アタストサーヒス

アトウアンストインフオーメ

0000022140

0004002625

0000021659

0000028810

0000021973

0004002310

0004002835

0004002809

0000021204

0000026665

0004000173

0004001311

0004002626

0004000467

0000021180

0000028812

0004002830

0004001628

0004001265

営業所

県内

市内

県外

営業所

県内

県外

県外

県内

営業所

県外

市内

県外

市内

市内

市内

県外

県内

県外

直樹

長沼　信之

営業所長　松岡　春人

　秀和

締役社長　斉藤　勇介

司

金子　祐一

西東京支店山梨営業所　所長　　武井　祥一

役員東京支社長　久保　義治

浩明

取締役　新保　光明

樹

茂樹

真司

事業部長　則次　秀彦

ョン・デザイン　代表取締役　戸谷　典孝

ホン

イシヨンテサイン

ース

・測量機器

ース

　調査・研究

具

具

本

業器具

用品
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（株）アドブレーン社　　代表取締役　津野

穴水（株）　　代表取締役　西川　一徳

（株）アピオセレモニー　　代表取締役　大

アビームコンサルティング（株）　　代表取

（株）アボック社　　代表取締役　毛藤　圀

アマノ（株）　西東京支店　支店長　晝間　

（有）天野書店　　代表取締役　小菅　一徳

アマノマネジメントサービス（株）　　代表

雨宮工業（株）　　代表取締役　柏　俊樹

有泉工業（株）　　代表取締役　有泉　良親

（株）アルカ　　代表取締役　角張　憲子

（株）アルカディア　　代表取締役　天白　

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株）　　

アルファシステムサービス（株）　　代表取

アルプス事務機（有）　　代表取締役　深沢

アルフレッサ（株）　甲府支店　支店長　丹

（株）あんしんサポート　　代表取締役　古

（株）あんびしゃす　　代表取締役　羽田　

（株）アンビシャス・コンサルタント　　代

イベント企画等　　その他

燃料　　自動車修理部品　　ポン

その他

調査・研究　　情報・通信　　そ

看板・プレート　　教材　　印刷

情報・通信　　事務用品　　電気

書籍・出版物　　事務用品　　教

その他　　警備

ポンプ　　建設資材・木材　　建

建物管理　　建設資材・木材　　

その他

情報・通信　　事務用品　　リー

その他　　情報・通信

情報・通信　　その他

事務用品　　リース　　医療器具

医薬品　　農工業薬品　　医療器

その他　　情報・通信　　リース

事務用品

清掃　　水処理

アトフレーンシヤ

アナミス

アヒオセレモニー

アヒームコンサルテインク

アホツクシヤ

アマノ

アマノシヨテン

アマノマネシメントサーヒス

アメミヤコウキヨウ

アリイスミコウキヨウ

アルカ

アルカテイア

アルソツクアンシンケアサホ

アルフアシステムサーヒス

アルフスシムキ

アルフレツサ

アンシンサホート

アンヒシヤス

アンヒシヤスコンサルタント

0000021958

0000021134

0004001860

0004000810

0000021742

0004000591

0004000486

0004000309

0004001105

0004002450

0000028834

0004002627

0000028695

0004001945

0000021004

0000021202

0004002507

0004001635

0004001023

市内

市内

県内

県外

県外

県外

県内

県外

市内

市内

県外

県外

県外

市内

市内

県内

県外

県内

市内

　治彦

石　竜二

締役社長　鴨居　達哉

彦

明弘

取締役　前川　龍男

成一

代表取締役　尻無濱　秀治

締役　三神　洋介

　和美

後　学

賀　功一

高志

表取締役　廣瀬　大士

ート

プ

の他

・製本

製品

材

物管理

鉄工・板金

ス

具
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（有）アース　　取締役　本田　遼

（株）アースワーク　　代表取締役　永井　

（株）アースワークス　　代表取締役　岩本

（株）アート　東京支店　支店長　豊島　威

（有）アート企画　　代表取締役　小池　豊

アートチャイルドケア（株）　　代表取締役

アートトライ　　代表　角田　勝

アート引越センター長野（株）　　代表取締

（株）ＲＫＫＣＳ　　代表取締役　金子　篤

アールデコ（株）　　代表取締役　三枝　明

飯島製材所　　代表　飯島　省二

飯田鉄工（株）　甲府営業所　所長　小林　

（株）飯野塗装　　代表取締役　飯野　由幸

（株）五百藏造園土木　　代表取締役　五百

（株）育成工業　甲府営業所　営業所長　依

井口　俊弘　　代表　井口　俊弘

池上通信機（株）　　代表取締役社長　清森

（株）石和植木　　代表取締役　齊藤　正隆

石井化学産業（株）　　代表取締役　石井　

その他

水処理　　その他

情報・通信　　電気製品　　その

調査・研究

室内装飾

その他

看板・プレート

運送業務

情報・通信　　事務用品

看板・プレート　　カップ　　イ

その他　　建設資材・木材　　燃

機械器具　　鉄工・板金　　建設

自動車　　自動車修理部品　　そ

種苗・造園

水処理　　建物管理　　ポンプ

保険

情報・通信

種苗・造園

農工業薬品

アース

アースワーク

アースワークス

アート

アートキカク

アートチヤイルトケア

アートトライ

アートヒツコシセンターナカ

アールケーケーシーエス

アールテコ

イイシマセイサイシヨ

イイタテツコウ

イイノトソウ

イオロイソウエントホク

イクセイコウキヨウ

イクチトシヒロ

イケカミツウシンキ

イサワウエキ

イシイカカクサンキヨウ

0004001589

0004001423

0003032589

0004001630

0004000641

0004001057

0000021733

0004000563

0004001084

0004000796

0004000128

0004000492

0000021556

0004001775

0004001214

0000030885

0000021352

0004001096

0000021211

県外

県外

市内

県外

市内

県外

市内

県外

県外

県内

県内

営業所

市内

県内

営業所

市内

県外

県内

県外

秀明

　弘毅

信

治

　村田　省三

役　下城　洋司

康夫

藏　春彦

田　力

　洋祐

太郎

ノ

他

ベント企画等

料

資材・木材

の他
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（有）イシイ石油　　取締役　石井　克也

石垣メンテナンス（株）　営業本部　営業本

石川オートボディー　　代表　石川　正広

石川自動車整備工場　　代表　石川　真也

石川調理機（株）　　代表取締役　石川　茂

石の声（株）　　代表取締役　深澤　芳次

（株）石原グリーン建設　　代表取締役　石

（株）和心　山梨支店　支店長　峯尾　和也

（有）いすずパッケージ　　代表取締役　伊

和泉産業（株）　　代表取締役　渡邉　正幸

（株）イズミテック　　代表取締役　大野　

和泉電気工業（株）　　代表取締役　小泉　

（有）市川自動車工業　　取締役　田中　一

（株）市川商店　　代表取締役　市川　誠一

市川甚商事（株）　　代表取締役　市川　誠

（株）市原ニューエナジー　　代表取締役　

一冨士フードサービス（株）　南関東支社　

市村青果店　　代表　市村　米子

（株）市陸　　代表取締役　市川　千壽

燃料

水処理　　機械器具　　農工業薬

自動車修理部品

自動車　　自動車修理部品

調理機器

建設資材・木材

種苗・造園

清掃　　建物管理　　給食

事務用品　　ゴム・ビニール　　

調理機器　　建設資材・木材　　

水処理　　調査・研究

電気製品

自動車修理部品

記念品　　寝具　　荒物・金物

ポンプ　　事務用品

廃棄物処理

給食

食糧品

ポンプ　　建物管理　　その他

イシイセキユ

イシカキメンテナンス

イシカワオートホテイー

イシカワシトウシヤセイヒコ

イシカワチヨウリキ

イシノコエ

イシハラクリーンケンセツ

イシン

イススハツケーシ

イスミサンキヨウ

イスミテツク

イスミテンキコウキヨウ

イチカワシトウシヤコウキヨ

イチカワシヨウテン

イチカワシンシヨウシ

イチハラニユーエナシー

イチフシフートサーヒス

イチムラセイカテン

イチリク

0000021135

0000021913

0000021557

0000032702

0003021422

0000021821

0000021704

0004000301

0004000784

0000021423

0000022139

0000021288

0000021558

0000021232

0004002481

0004002152

0000026865

0000021749

0004002324

市内

県外

市内

市内

市内

市内

市内

県内

市内

市内

県外

市内

市内

市内

県外

県外

県外

市内

県内

部長　川北　義彰

原　政人

東　克洋

哲

文一

宝

杉田　昭義

南関東支社長　小泉　輝

ウシヨウ

ウ

品

調理機器

荒物・金物
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物品業者５０音順一覧表   7 87頁

令和０５年度

いであ（株）　山梨営業所　所長　伊藤　文

（特非）いでたちの家　　理事長　齊藤　加

（有）井出デバリ商店　　代表取締役　井出

伊藤工房　　代表　伊藤　敏司

（株）イトーキ　山梨支店　支店長　大塚　

（有）井上建装　　代表取締役　井上　良章

（株）イビソク　山梨営業所　所長　堀江　

（株）イフチーム　　代表取締役　松井　謙

今沢メンテナンス　　代表　今沢　良太

今村印刷　　代表　土屋　惠利子

イワタニ山梨（株）　　代表取締役　宮田　

岩間井戸工業（株）　　代表取締役　岩間　

（株）インソース　関東支社　支社長　谷川

（株）インタラック関東北　　代表取締役　

（株）インテリアさの　　代表取締役　渡邊

（株）インテリアワコー　　代表取締役　藤

（株）印傳屋上原勇七　　代表取締役　上原

（株）インバウンドテック　　代表取締役　

（株）インフォマティクス　　代表取締役　

調査・研究

記念品　　印刷・製本

ポンプ　　建物管理

看板・プレート

事務用品

ガラス　　その他

調査・研究　　その他　　リース

イベント企画等　　電気製品

建物管理　　ポンプ

印刷・製本

燃料

ポンプ

その他　　調査・研究　　情報・

その他

室内装飾

室内装飾

記念品

その他　　調査・研究

情報・通信　　事務用品　　リー

イテア

イテタチノイエ

イテテハリシヨウテン

イトウコウホウ

イトーキ

イノウエケンソウ

イヒソク

イフチーム

イマサワメンテナンス

イマムラインサツ

イワタニヤマナシ

イワマイトコウキヨウ

インソース

インタラツクカントウキタ

インテリアサノ

インテリアワコー

インテンヤウエハラユウシチ

インハウントテツク

インフオマテイクス

0000022087

0000035006

0000021487

0004002898

0004000102

0003010616

0004000517

0004000636

0000021974

0000021063

0000021179

0000021473

0004000078

0004002703

0000021260

0000021262

0000021640

0004002832

0000026867

県内

市内

県内

県内

営業所

市内

営業所

県内

市内

市内

県内

市内

県外

県外

市内

市内

市内

県外

県外

彰

代子

　幹夫

勉

正英

一

知明

辰也

　章太郎

岡元　正久

　憲一

巻　靖

　勇七

東間　大

齊藤　大地

通信

ス
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物品業者５０音順一覧表   8 87頁

令和０５年度

（株）インフォマージュ　　代表取締役　井

（株）イーウェル　　代表取締役社長社長執

（有）ＥＭ工業　　代表取締役　東山　操

ＥＰ山梨（株）　　代表取締役社長　奥本　

（株）イーライフこうの　ベンリー甲府南西

ＥＹ新日本有限責任監査法人　　社員　伊澤

（株）ウィズウェイストジャパン　　代表取

（株）ウィット　　代表取締役　川端　康寛

（株）ウィルエージェンシー　　代表取締役

（株）ウィルトス　　代表取締役　佐倉　正

（株）ウイン・インターナショナル　第一営

（株）ウインディーネットワーク　　代表取

（株）ウインテックコミュニケーションズ　

ヴェオリア・ジェネッツ（株）　中部支店　

ウエストロー・ジャパン（株）　　代表取締

（有）上野モータース　　代表取締役　上野

（株）ウェルクル　東京支店　支店長　中村

（株）魚国総本社　名古屋本部　本部長　広

（株）ウォンズ　　代表取締役　二宮　徳仁

情報・通信　　その他　　カメラ

情報・通信　　その他　　イベン

廃棄物処理

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他　　廃棄物処理　　運送業

その他　　調査・研究　　情報・

廃棄物処理　　廃品　　荒物・金

印刷・製本　　情報・通信　　電

その他　　イベント企画等　　警

建物管理　　水処理　　清掃

医療器具　　医薬品　　リース

情報・通信　　リース　　事務用

情報・通信

その他　　水処理　　調査・研究

情報・通信　　その他

自動車修理部品　　自動車

その他　　情報・通信　　リース

給食

その他　　調査・研究

インフオマーシユ

イーウエル

イーエムコウキヨウ

イーヒーヤマナシ

イーライフコウノ

イーワイシンニホン

ウイスウエイストシヤハン

ウイツト

ウイルエーシエンシー

ウイルトス

ウインインターナシヨナル

ウインテイーネツトワーク

ウインテツクコミユニケーシ

ウエオリアシエネツツ

ウエストローシヤハン

ウエノモータース

ウエルクル

ウオクニソウホンシヤ

ウオンス

0004001797

0004002807

0004002389

0004002882

0004002129

0004001102

0003030517

0004002476

0004002508

0004001776

0004000815

0004002893

0004001594

0000030883

0004001222

0000023997

0004002157

0000026868

0004002840

県外

県外

県内

市内

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

市内

県外

県外

県内

県外

県外

県外

上　雅晶

行役員　稲葉　章司

誠司

店　代表取締役　河野　博夫

　賢司

締役　山田　耕

　須田　純一

晃

業部八王子営業所　八王子営業所長　黒須

締役　杉本　憲一

　代表取締役社長　鈴木　新一

支店長　佐藤　直人

役　ヨンソン・バン

　祐司

　俊一

瀬　啓二

ヨンス

ト企画等

の他

務

通信

物

力

備

品
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物品業者５０音順一覧表   9 87頁

令和０５年度

（株）ウォーターエージェンシー　長野南オ

（株）ウォーターテック　東日本支店　支店

碓井自動車（株）　　代表取締役　碓井　理

ウスイロックセンター　　代表　渡邊　隆行

（株）内田印刷所　　代表取締役　内田　博

（株）内田洋行　営業統括グループ　取締役

エア・ウォーター・メディエイチ（株）　　

（一財）ＡＶＣＣ　　理事長　久保田　了司

（株）Ａ・Ｋ甲府　　代表取締役　今野　勇

（株）エイチ・アイ・エス　セレオ甲府営業

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス　フ

（株）エイト日本技術開発　山梨事務所　事

エイレック（株）　　代表取締役　廣瀬　陽

英和（株）　関東産機グループ　エリアマネ

エクシオグループ（株）　甲信支店　支店長

（株）エクシング　直販営業部　関東第２直

（株）エクス　　代表取締役　渡辺　勉

エコア（株）　山梨事業所　事業所長　杉岡

（有）エコサイクルセンター　　代表取締役

農工業薬品　　水処理　　機械器

水処理　　機械器具　　農工業薬

自動車修理部品

荒物・金物

印刷・製本

事務用品　　情報・通信　　リー

清掃　　建物管理　　医療器具

その他　　調査・研究　　情報・

清掃　　廃棄物処理

その他　　イベント企画等

情報・通信

調査・研究　　情報・通信

電気製品　　機械器具　　情報・

自動車　　機械器具

情報・通信　　その他

リース　　電気製品

情報・通信

水処理　　清掃

廃棄物処理　　その他

ウオーターエーシエンシー

ウオーターテツク

ウスイシトウシヤ

ウスイロツクセンター

ウチタインサツシヨ

ウチタヨウコウ

エアウオーターメテイエイチ

エイウイシーシー

エイケイコウフ

エイチアイエス

エイチワイエスエンシニアリ

エイトニホンキシユツカイハ

エイレツク

エイワ

エクシオクルーフ

エクシンク

エクス

エコア

エコサイクルセンター

0000021197

0000022062

0000021560

0000021213

0000021064

0000022378

0004002134

0004000121

0000021658

0004002022

0004002145

0004002161

0004002632

0004000475

0004000350

0004001641

0000022050

0000021661

0004000665

県内

県外

市内

市内

市内

県外

県外

県外

市内

営業所

県外

営業所

市内

県外

営業所

営業所

県外

営業所

県内

ペレーションセンター　山梨営業所　営業所

長　大隅　昌平

文

営業統括グループ統括　小柳　諭司

代表取締役　田沼　俊一郎

樹

所　所長　谷口　学

ィールドサービス本部　取締役本部長　高橋

務所長　加藤　秀一

子

ージャー　江村　繁司

　坂井　英子

販営業グループ甲府支店　支店長　清水　康

　洋平

　望月　恒治

ンクサーヒス

ツ

具

品

ス

通信

通信
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物品業者５０音順一覧表  10 87頁

令和０５年度

（特非）エコシティ　　理事長　樋口　光仁

（株）エコジャパン　　代表取締役　原　陽

（株）エコネコル　　代表取締役　佐野　文

（株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング　サービス部

（株）エスアールエル　本社　専務取締役　

エス・イー・シーエレベーター（株）　　代

エスエスケイフーズ（株）　焼津工場　工場

（株）エス・エム・エス　　代表取締役　後

ＳＫマテリアル（株）　群馬・山梨事業部甲

ＳＢテクノロジー（株）　　代表取締役　阿

（株）ＳＰフォーラム　　代表取締役　江川

（株）エスレコ　　代表取締役　山下　浩司

ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　西

ＮＥＣネッツエスアイ（株）　甲府営業所　

ＮＥＣフィールディング（株）　甲府支店　

（株）エヌ・エイ・シー　　代表取締役　山

（株）エヌエイチエス静岡　　代表取締役　

（株）ＮＨＫテクノロジーズ　地域事業本部

ＮＸ商事（株）　甲府営業センター　所長　

電気製品　　荒物・金物　　その

清掃　　建物管理　　機械器具

廃棄物処理　　廃品

機械器具

その他　　医療器具

建物管理

その他　　食糧品

調査・研究　　イベント企画等　

建設資材・木材　　廃棄物処理

情報・通信　　事務用品　　リー

イベント企画等　　その他　　調

その他

リース　　情報・通信

情報・通信　　電気製品

電気製品　　事務用品　　情報・

その他

その他　　医療器具　　医薬品

情報・通信　　その他　　調査・

ゴム・ビニール

エコシテイ

エコシヤハン

エコネコル

エスアントエスエンシニアリ

エスアールエル

エスイーシーエレヘーター

エスエスケイフース

エスエムエス

エスケーマテリアル

エスヒーテクノロシー

エスヒーフオーラム

エスレコ

エヌイーシーキヤヒタルソリ

エヌイーシーネツツエスアイ

エヌイーシーフイールテイン

エヌエイシー

エヌエイチエスシスオカ

エヌエイチケイテクノロシー

エヌエツクスシヨウシ

0004000106

0004001034

0004001431

0000036092

0000022147

0003032855

0004002756

0004002896

0004002879

0004001619

0004002854

0004002860

0000021942

0000021312

0000021290

0004002633

0004002012

0004002438

0000022003

市内

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

営業所

営業所

県外

県外

営業所

営業所

平

勝

　部長　福井　和貴

松本　誠

表取締役　鈴木　孝夫

長　栗田　裕行

藤　夏樹

石工場　甲石工場長　立川　豊

多　親市

　克之

東京支店　西東京支店長　中村　寿男

所長　栃木　規男

甲府支店長　三木　健一

崎　直人

三池　正泰

関東甲信越業務部甲府事業所　所長　渡部

村越　成司

ンク

ユーシヨン

ク

ス

他

　その他

ス

査・研究

通信

研究
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令和０５年度

（株）エヌケーエス　東京営業所　営業所長

（株）ＮＪＳ　山梨出張所　所長　橋本　勇

（株）エヌディエス　　代表取締役　中尾　

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ　

ＮＴＴ・ＴＣリース（株）　　東京支店　山

（株）エヌ・ティ・ティ・データ　　代表取

（株）ＮＴＴデータ・アイ　　代表取締役社

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービ

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西　　代

（株）ＮＴＴドコモ　　代表取締役社長　井

（株）ＮＴＴネクシア　　代表取締役　高美

ＮＴＴファイナンス（株）　ビリングソリュ

（株）ＮＴＴファシリティーズ　　代表取締

（株）ＮＴＴアーバンソリューションズ総合

エネサーブ（株）　　代表取締役　井上　博

（株）エネット　　代表取締役　谷口　直行

（株）エネルギア・ソリューション・アンド

荏原実業（株）　山梨営業所　所長　柳沢　

（株）荏原電産　　代表取締役　川本　栄治

計量・測量機器　　建物管理　　

情報・通信　　調査・研究　　そ

電気製品　　建物管理　　情報・

情報・通信　　調査・研究　　イ

リース

情報・通信　　その他　　医療事

情報・通信　　リース　　事務用

情報・通信　　リース

情報・通信　　調査・研究

情報・通信　　調査・研究　　イ

その他　　調査・研究　　情報・

情報・通信

建物管理　　機械器具　　電気製

調査・研究

電力

電力

電力

農工業薬品　　ポンプ　　機械器

情報・通信　　計量・測量機器　

エヌケーエス

エヌシエーエス

エヌテイエス

エヌテイテイコミユニケーシ

エヌテイテイテイーシーリー

エヌテイテイテータ

エヌテイテイテータアイ

エヌテイテイテータカスタマ

エヌテイテイテータカンサイ

エヌテイテイトコモ

エヌテイテイネクシア

エヌテイテイフアイナンス

エヌテイテイフアシリテイー

エヌテイーテイーアーハンソ

エネサーフ

エネツト

エネルキアソリユーシヨンア

エハラシツキヨウ

エハラテンサン

0000022116

0000022005

0004001475

0000026872

0004002352

0004000655

0000026873

0000026871

0004002878

0003021289

0004001297

0004002824

0003016236

0004002894

0004002472

0004000907

0004002327

0003013065

0004002808

県外

営業所

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

　保坂　洋一

次郎

均

（株）　代表取締役社長　丸岡　亨

梨営業所　東京支店長　山元　剛

締役社長　本間　洋

長　青木　弘之

　ス（株）　東日本支社　　東日本支社長

表取締役社長　古田　正雄

伊　基之

　浩一

ーション部　部長　磯村　勝之

役社長　松原　和彦

　研究所　代表取締役社長　坂上　智之

司

　・サービス　代表取締役　岡田　誠之

昭夫

ヨンス

ス

サーヒス

ス

リユーシヨンスソウコウケン

ントサーヒス

調査・研究

の他

通信

ベント企画等

務

品

ベント企画等

通信

品

具

　ポンプ
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荏原冷熱システム（株）　三多摩営業所　所

（株）エフエスユニマネジメント　　代表取

（株）エフエム甲府　　代表取締役社長　古

（株）エフエム富士　　代表取締役社長　髙

ＦＬＣＳ（株）　　東京第一営業部長　及川

（株）エフ・ジェイワークス　　代表取締役

（株）エムアイエー　　代表取締役　矢崎　

（株）エムアンドエイチ　　代表取締役　池

（税）エム・エム・アイ　　代表社員　髙橋

（株）エム企画　　代表取締役　三神　浩太

ＭＫメンテナンス（株）　　代表取締役　槇

エム・シー・ヘルスケア（株）　　代表取締

（株）エリゼ　　代表取締役　小宮山　剛司

（株）ＬＳＩメディエンス　　代表取締役　

エルティーライト（株）　　取締役社長　今

エルテックサービス（株）　　代表取締役　

エレベーターコミュニケーションズ（株）　

塩山防災設備　　代表　古屋　正樹

遠藤商会本社　　代表者　遠藤　豊裕

ポンプ　　機械器具

その他　　医療器具　　医薬品

情報・通信　　イベント企画等

その他　　印刷・製本　　イベン

リース

廃棄物処理　　廃品

情報・通信　　機械器具

情報・通信　　事務用品　　医薬

その他　　調査・研究　　情報・

清掃　　水処理　　警備

シート　　ゴム・ビニール　　そ

その他　　医療器具　　医薬品

廃棄物処理　　その他

その他

その他

廃棄物処理　　建設資材・木材　

建物管理

建物管理　　ポンプ

事務用品　　記念品　　時計・装

エハラレイネツシステム

エフエスユニマネシメント

エフエムコウフ

エフエムフシ

エフエルシーエス

エフシエイワークス

エムアイエー

エムアントエイチ

エムエムアイ

エムキカク

エムケイメンテナンス

エムシーヘルスケア

エリセ

エルエスアイメテイエンス

エルテイーライト

エルテツクサーヒス

エレヘーターコミユニケーシ

エンサンホウサイセツヒ

エントウシヨウカイホンシヤ

0003032853

0000022122

0000023130

0000023129

0000021948

0004000886

0000021292

0004001755

0004002509

0004001454

0004002886

0004001958

0004001314

0000022129

0004002853

0000030817

0000036091

0004002126

0000021615

県外

県外

市内

市内

県外

市内

市内

県外

県外

市内

市内

県外

県内

県外

県外

県内

営業所

県内

市内

長　髙島　純一

締役　菊地　秀二

屋　忠彦

木　郁夫

　雅史

　深澤　一茂

正人

内　廣子

　節男

　眞人

役　三池　正泰

渡部　晴夫

中　建男

中村　吉邦

甲府支店　営業部長　辻村　好弘ヨンス

ト企画等

品

通信

の他

　廃品

身具
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（株）遠藤米穀酒類店　　代表取締役　遠藤

（有）円葉物流　　代表取締役　丸山　晴義

ＡＳロカス（株）　　代表取締役社長　谷　

（株）エー・ディ・ピー　　代表取締役　川

（株）ＡＴＬ－ＫＹＯＥＩ　　代表取締役　

（株）エーティーエルシステムズ　　代表取

（株）ＡＰコレクト　　代表取締役　遠藤　

エームサービス（株）　　代表取締役社長　

応用地質（株）　東京事務所　事務所長　児

（株）オオキ　　代表取締役　大木　勝志

（有）大久保自動車工業　　代表取締役　大

大阪ガスセキュリティサービス（株）　　代

大崎データテック（株）　　代表取締役　石

オオサキメディカル（株）　　代表取締役　

（株）大沢防災　　代表取締役　大澤　宏州

（有）大柴印刷所　　代表取締役　大柴　勝

大須賀政善商店　　代表　大須賀　政善

太田天幕商会　　代表　太田　邦彦

（株）大塚　山梨営業所　営業所長　佐野　

食糧品　　記念品

運送業務

情報・通信　　調査・研究　　リ

建物管理　　ポンプ

情報・通信　　電気製品　　楽器

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他

給食

調査・研究　　情報・通信　　計

荒物・金物　　ゴム・ビニール　

自動車修理部品　　自動車

その他　　電気製品　　リース

計量・測量機器　　情報・通信　

医薬品　　医療器具

建物管理　　ポンプ　　衣料

印刷・製本

燃料　　農工業薬品　　種苗・造

室内装飾　　シート　　その他

室内装飾　　その他

エントウヘイコクシユルイテ

エンヨウフツリユウ

エーエスロカス

エーテイヒー

エーテイーエルキヨウエイ

エーテイーエルシステムス

エーヒーコレクト

エームサーヒス

オウヨウチシツ

オオキ

オオクホシトウシヤコウキヨ

オオサカカスセキユリテイサ

オオサキテータテツク

オオサキメテイカル

オオサワホウサイ

オオシハインサツシヨ

オオスカマサヨシシヨウテン

オオタテンマクシヨウカイ

オオツカ

0000021753

0004002634

0004001761

0004002158

0004002518

0000026840

0004002888

0000022344

0004001749

0000021979

0000026002

0004002635

0004002142

0000021212

0004001232

0000021066

0000032703

0000021644

0000021263

市内

県外

県外

市内

県外

市内

県外

県外

県外

市内

市内

県外

県外

県外

県内

市内

市内

市内

営業所

　信幸

勝博

田　毅

松本　克幸

締役　佐藤　公紀

圭造

小谷　周

玉　貴司

久保　俊秀

表取締役社長　遠山　雅夫

本　裕章

大崎　将男

裕紀

ン

ウ

ーヒス

ース

・ミシン

の他

量・測量機器

　衣料

　その他

園
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大面建設（株）　　代表取締役　大面　護

（株）オオバ　山梨営業所　所長　加瀬　琢

大宮園　　代表　福島　弘

（株）大森畜産　　代表　大森　司

（株）岡島　　代表取締役　雨宮　潔

岡野薬品（株）　山梨事業部　所長　宮沢　

（株）岡村生花造花店　　代表取締役　岡村

おかもとポンプ（株）　　代表取締役　岡本

ＯＫＩクロステック（株）　　代表取締役　

沖電気工業（株）　首都圏営業本部　本部長

オギノ食糧（株）　営業本部　代表取締役　

（有）荻野造園　　代表取締役　荻野　陽司

荻原機械　　代表　荻原　直ニ

長田産業（株）　　代表取締役　長田　一郎

長田自動車整備工場　　代表　長田　良助

（有）長田製材所　　代表取締役　長田　一

（株）長田玉夫商会　　代表取締役　赤石　

長田米穀店　　代表　長田　浩一

小沢孝教材店　　代表　小澤　敬

看板・プレート　　建設資材・木

情報・通信　　リース

種苗・造園

食糧品

デパート　　衣料　　その他

医薬品　　医療器具　　食糧品

生花

ポンプ

情報・通信　　建物管理　　ポン

情報・通信　　事務用品

食糧品　　調理機器

種苗・造園　　生花　　清掃

農業器具　　機械器具

建設資材・木材　　種苗・造園　

自動車修理部品

建設資材・木材

事務用品

食糧品

書籍・出版物　　教材

オオツラケンセツ

オオハ

オオミヤエン

オオモリチクサン

オカシマ

オカノヤクヒン

オカムラセイカソウカテン

オカモトホンフ

オキクロステツク

オキテンキコウキヨウ

オキノシヨクリヨウ

オキノソウエン

オキハラキカイ

オサタサンキヨウ

オサタシトウシヤセイヒコウ

オサタセイサイシヨ

オサタタマオシヨウカイ

オサタヘイコクテン

オサワタカシキヨウサイテン

0004000667

0000022145

0000033502

0000021755

0000021721

0000021182

0000021648

0000021490

0004002203

0000021337

0000021758

0000021707

0004002900

0004002891

0000032731

0000021823

0000021009

0000026793

0000032676

市内

営業所

市内

市内

市内

県内

市内

県外

県外

県外

営業所

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県内

磨

一也

　満

　直司

竹内　敏尚

　池西　利勝

荻野　大治

平

明雄

シヨウ

材　　調査・研究

プ

　その他
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（有）小沢図書教材社　　取締役　小沢　修

（株）オズ・プリンティング　　代表取締役

（株）オダギリコウカン　本店　代表　駒井

（有）小田切商店　　代表取締役　小田切　

（株）オネスト　　代表取締役　宮城　隆男

（有）小野商事　　代表取締役　小野　忠

（株）帯金造園　　代表取締役　帯金　岩夫

（株）オリエンタルコンサルタンツ　山梨事

オリジナル設計（株）　山梨営業所　所長　

オリックス資源循環（株）　　代表取締役　

オリックス・レンテック（株）　　代表取締

（株）オルトスタイル　　代表取締役　大森

（株）オー・エス・ケー　　代表取締役　市

（株）ＯＳＧコーポレーション　　代表取締

ＯＡＧ（税）　　代表社員　太田　隆介

（株）オークス　　代表取締役　神﨑　厚葉

（株）オートセールスワタナベ　　代表取締

（株）オーナメントサービス　　代表取締役

（株）オープンループパートナーズ　　代表

教材　　書籍・出版物

印刷・製本

鉄工・板金　　建設資材・木材

燃料

事務用品　　情報・通信　　電気

燃料　　自動車修理部品

種苗・造園

調査・研究　　イベント企画等　

その他　　情報・通信　　リース

廃棄物処理

リース

印刷・製本　　情報・通信

廃棄物処理　　廃品

電気製品　　その他

その他　　調査・研究　　情報・

その他　　情報・通信

自動車　　リース

イベント企画等　　リース

情報・通信　　イベント企画等　

オサワトシヨキヨウサイシヤ

オスフリンテインク

オタキリコウカン

オタキリシヨウテン

オネスト

オノシヨウシ

オヒカネソウエン

オリエンタルコンサルタンツ

オリシナルセツケイ

オリツクスシケンシユンカン

オリツクスレンテツク

オルトスタイル

オーエスケー

オーエスシーコーホレーシヨ

オーエーシー

オークス

オートセールスワタナヘ

オーナメントサーヒス

オーフンルーフハートナース

0000021365

0000021067

0000032913

0000032705

0000021010

0000024005

0000026792

0004001440

0004001125

0000034477

0004002316

0004002458

0004001442

0004002890

0004001796

0000036115

0004002636

0004001437

0004002471

県内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

営業所

県内

県外

県外

県内

県内

県外

県外

県外

市内

市内

県外

　小澤　孝一郎

　征樹

吾

務所　山梨事務所長　徳永　英樹

海野　倫裕

有元　健太朗

役社長　細川　展久

　孝康

川　千壽

役　山田　啓輔

役　渡邉　幹雄

　小田切　亙

取締役　駒井　滋

ン

製品

　情報・通信

通信

　その他
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（株）オーヤラックス　山梨営業所　所長　

（株）会議録研究所　　代表取締役　小池　

（株）会議録センター　　代表取締役　加藤

（株）介護センター花岡　甲府店　管理者　

甲斐日産自動車（株）　　代表取締役　長澤

（株）カイ燃商　　代表取締役　輿石　逸朗

（有）甲斐緑産　　代表取締役　遠藤　孝平

（有）加賀美油店　　代表取締役　加賀美　

（株）加賀美商店　　代表取締役　加賀美　

（有）カクマル堂　　代表取締役　関野　保

（株）河西金属商事　　代表取締役社長　河

柏原計器工業（株）　千葉営業所　所長　鹿

カジハラスポーツ（有）　　代表取締役　梶

（株）カスタマーリレーションテレマーケテ

（一社）火葬研　　代表理事　武田　至

（株）加速器分析研究所　　代表取締役　松

（株）片平新日本技研　東京本店　代表取締

（株）勝沼運送　　代表取締役社長　増田　

（株）カナデン　　代表取締役　本橋　伸幸

農工業薬品　　機械器具　　その

その他　　印刷・製本　　情報・

その他　　情報・通信　　印刷・

その他　　リース　　医療器具

自動車　　自動車修理部品

燃料　　調理機器　　電気製品

建設資材・木材　　種苗・造園

燃料

衣料　　寝具

食糧品

廃品　　廃棄物処理　　その他

計量・測量機器

スポーツ用品　　教材

その他

調査・研究

調査・研究　　その他

調査・研究

運送業務

情報・通信　　電気製品　　機械

オーヤラツクス

カイキロクケンキユウシヨ

カイキロクセンター

カイコセンターハナオカ

カイニツサンシトウシヤ

カイネンシヨウ

カイリヨクサン

カカミアフラテン

カカミシヨウテン

カクマルトウ

カサイキンソクシヨウシ

カシハラケイキコウキヨウ

カシハラスホーツ

カスタマーリレーシヨンテレ

カソウケン

カソクキフンセキケンキユウ

カタヒラシンニツホンキケン

カツヌマウンソウ

カナテン

0000021498

0000021117

0000032907

0000032694

0000021528

0004002885

0004001977

0000021136

0004001726

0004002373

0000026815

0004000129

0000021406

0004002871

0004001953

0004002637

0004002826

0004002452

0003021499

営業所

県外

県外

県内

市内

県内

市内

市内

市内

市内

県内

県外

市内

県外

県外

県外

県外

県内

県外

川上　憲司

好子

　剛也

増澤　啓史

　拓真

英貴

薫

男

西　秀浩

島　康弘

原　文一

　ィング　代表取締役　植原　大祐

井　隆幸

役社長兼東京本店長　保﨑　康夫

敦

マーケテインク

シヨ

他

通信

製本

器具
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（株）カナミックネットワーク　　代表取締

かね正金物　　代表　柄沢　眞

カネマルスポーツ　　代表　金丸　繁雄

（株）ガバメイツ　　代表取締役社長　別府

鎌長製衡（株）　東京支店　支店長　寺井　

（株）カルク　　代表取締役　田中　雅貴

ガレージＯＫ．ＡＣＥ　　代表　岡　尚世

（株）河合楽器製作所　関東支社甲府店　店

川上産業（株）　静岡営業所　所長　吉岡　

（有）川口商会　　代表取締役　川口　武

川口屋豆腐店　　代表　清水　太郎

（有）川崎屋農機商会　　代表取締役　川﨑

川重冷熱工業（株）　松本支店　支店長　湯

（株）カワチヤ装飾　　代表取締役　山口　

（有）河手家具店　　代表取締役　河手　孝

（有）川手商事　甲府里吉給油所　代表取締

川鉄産業（株）　　代表取締役　飯塚　正敏

川原鳥獣貿易（株）　　代表取締役　川原　

（株）カンエイメンテナンス　山梨支店　支

情報・通信　　リース　　医療器

荒物・金物　　機械器具　　塗料

スポーツ用品

調査・研究　　その他　　情報・

計量・測量機器　　機械器具

情報・通信　　事務用品

自動車　　自動車修理部品

楽器・ミシン　　その他

ゴム・ビニール　　建設資材・木

事務用品　　家具　　室内装飾

食糧品

農業器具　　機械器具　　ポンプ

機械器具　　建物管理　　農工業

室内装飾

家具　　室内装飾　　寝具

燃料　　自動車修理部品

建設資材・木材

その他

廃棄物処理　　水処理　　建物管

カナミツクネツトワーク

カネシヨウカナモノ

カネマルスホーツ

カハメイツ

カマチヨウセイコウ

カルク

カレーシオーケーエース

カワイカツキセイサクシヨ

カワカミサンキヨウ

カワクチシヨウカイ

カワクチヤトウフテン

カワサキヤノウキシヨウカイ

カワシユウレイネツコウキヨ

カワチヤソウシヨク

カワテカクテン

カワテシヨウシ

カワテツサンキヨウ

カワハラチヨウシユウホウエ

カンエイメンテナンス

0004001919

0000021215

0000021407

0004002855

0000022100

0000021294

0000026193

0000021387

0004002910

0000021264

0004001519

0000021500

0000022895

0000021265

0000021266

0000021138

0004002213

0000022060

0000034462

県外

市内

市内

県外

県外

県内

市内

営業所

県外

市内

市内

市内

県外

市内

市内

営業所

県内

県外

県内

役　山本　洋子

　幹雄

公一

長　深澤　秀雄

昭夫

　俊二

田　裕之

泰

夫

役　川手　英明

一志

店長　磯　照男

ウ

キ

具

通信

材　　その他

薬品

理
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（株）環境アセスメントセンター　　代表取

（株）環境開発　　代表取締役　北村　正春

（株）環境管理コンサルタント　　代表取締

（株）環境管理センター　技術センター　技

環境機工（株）　　代表取締役　中村　啓七

（株）環境技術センター　山梨営業所　所長

環境計測（株）　神奈川事業所　所長　大川

（株）環境計量センター　山梨検査所　所長

（有）環境整備　　代表取締役　井口　ひと

（株）環境総合研究所　　代表取締役　吉田

環境未来（株）　甲府営業所　所長　川井　

（株）かんこう　　代表取締役　谷口　智之

関西電力（株）　　代表執行役　森　望

管清工業（株）　神奈川営業所　所長　戸田

（有）管清社　　代表取締役　脇　久

（株）管総研　東京支店　東京支店長　榊原

（株）カンツール　　代表取締役社長　小川

（株）関電エネルギーソリューション　　代

（株）関東技研　　代表取締役　浅川　貴

調査・研究　　イベント企画等　

水処理

調査・研究　　医薬品

調査・研究　　その他

水処理　　ポンプ　　農工業薬品

調査・研究

調査・研究　　計量・測量機器　

水処理　　調査・研究

水処理　　廃棄物処理

調査・研究　　水処理　　その他

水処理　　調査・研究　　計量・

その他　　情報・通信　　調査・

電力

清掃　　調査・研究

清掃　　水処理　　廃棄物処理

情報・通信　　事務用品　　リー

機械器具　　自動車　　リース

電力

建設資材・木材　　看板・プレー

カンキヨウアセスメントセン

カンキヨウカイハツ

カンキヨウカンリコンサルタ

カンキヨウカンリセンター

カンキヨウキコウ

カンキヨウキシユツセンター

カンキヨウケイソク

カンキヨウケイリヨウセンタ

カンキヨウセイヒ

カンキヨウソウコウケンキユ

カンキヨウミライ

カンコウ

カンサイテンリヨク

カンセイコウキヨウ

カンセイシヤ

カンソウケン

カンツール

カンテンエネルキーソリユー

カントウキケン

0004002147

0004001859

0000028806

0000021981

0003031950

0004002309

0004000362

0000022027

0004001340

0004000809

0004000647

0004000493

0004002639

0004002149

0000021870

0004001039

0000021519

0004001976

0000021853

県外

県外

市内

県外

市内

県内

県外

県内

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

市内

県外

県外

県外

県内

締役　河合　恒一

役　川口　祐樹

術センター長　藤澤　寛生

朗

　吉野　秀之

　貴弘

　細川　洋一

み

　裕之

徹哉

　裕治

　浩二

　尚

表取締役社長　川崎　幸男

ター

ント

ー

ウシヨ

シヨン

　その他

　その他

測量機器

研究

ス

ト　　ゴム・ビニール
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（株）関東甲信クボタ　甲府営業所　所長　

（一財）関東電気保安協会　山梨事業本部　

関東トータルサービス（有）　　代表取締役

（株）関東日立　山梨支社　支社長　池田　

カーケアフカサワ　　代表　深澤　勝彦

（株）きあら　　代表取締役　齋藤　勇人

（株）ぎじろくセンター　東京営業所　取締

北沢産業（株）　甲府営業所　所長　豊田　

北日本コンピューターサービス（株）　　代

北日本通信（株）　　代表取締役　瀬川　純

（有）キタムラ　　代表取締役　北村　賢治

（株）吉字屋穀店　　代表取締役　飯島　潤

（株）吉字屋本店　　代表取締役社長　髙野

キッズコネクト（株）　　代表取締役　髙石

（株）キッズコーポレーション　東京オフィ

（有）橘田精肉店　　取締役　橘田　一彦

（特非）木ｎｅｔやまなし　　代表理事　弦

（株）木下抗菌サービス　　代表取締役　川

キハラ（株）　　代表取締役　木原　一雄

農業器具　　機械器具

建物管理

清掃　　水処理　　警備

建物管理　　ポンプ　　水処理

自動車修理部品

イベント企画等　　運送業務　　

その他　　情報・通信　　電気製

調理機器　　家具

情報・通信　　リース

情報・通信　　電気製品　　リー

時計・装身具

食糧品

燃料　　自動車修理部品

情報・通信　　事務用品　　リー

その他

食糧品

教材　　家具　　イベント企画等

その他　　清掃　　建物管理

事務用品　　家具　　看板・プレ

カントウコウシンクホタ

カントウテンキホアンキヨウ

カントウトータルサーヒス

カントウヒタチ

カーケアフカサワ

キアラ

キシロクセンター

キタサワサンキヨウ

キタニホンコンヒユーターサ

キタニホンツウシン

キタムラ

キチシヤコクテン

キチシヤホンテン

キツスコネクト

キツスコーホレーシヨン

キツタセイニクテン

キネツトヤマナシ

キノシタコウキンサーヒス

キハラ

0000021506

0000021982

0004000064

0004002197

0000021562

0004001858

0004000084

0000021424

0004000139

0004002641

0000026264

0000021762

0003021139

0004002849

0004000326

0000021763

0004002570

0004002872

0004000160

営業所

営業所

市内

営業所

市内

営業所

県外

営業所

県外

県外

市内

市内

市内

県外

県外

市内

市内

県外

県外

弦間　修

山梨事業本部長　赤坂　誠

　荻原　充

信

役兼東京営業所長　濱野　尚子

英治

表取締役　江畑　佳明

　孫左ヱ門

　尚和

ス　新規営業　阿部　裕

間　和仁

村　卓也

カイ

ーヒス

その他

品

ス

ス

ート
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（株）キムラ　　代表取締役　木村　高人

（株）木村工業所　　代表取締役　木村　繁

キヤノンシステムアンドサポート（株）　東

キヤノンメディカルシステムズ（株）　山梨

キヤノンメディカルファイナンス（株）　　

キャリアリンク（株）　　代表取締役　成澤

（株）キャンサースキャン　　代表取締役　

協栄電気興業（株）　　代表取締役　渡辺　

（有）峡西豆腐工房横山食品　　代表取締役

（株）協振技建　甲府営業所　所長　槇沢　

共信冷熱（株）　　代表取締役　岸本　泰典

（株）ぎょうせい　関東支社　支社長　上村

（有）協同印刷社　　代表取締役　堀越　栄

（株）協働管財　　代表取締役　塚本　吉朗

協同電気（株）　　代表取締役　西堀　達也

共同電設（株）　　代表取締役　神宮寺　元

（有）峡南環境サービス　　代表取締役　河

峡南森林組合　　代表理事組合長　渡邊　学

（株）峡南堂印刷所　　代表取締役　笠井　

機械器具　　自動車　　自動車修

ガラス　　建設資材・木材　　鉄

事務用品　　情報・通信　　カメ

医療器具　　情報・通信　　自動

リース　　医療器具　　事務用品

イベント企画等　　その他

その他

建物管理　　電気製品　　建設資

食糧品

調査・研究　　情報・通信

調理機器　　建物管理　　その他

書籍・出版物　　調査・研究　　

印刷・製本

その他

電力　　計量・測量機器　　医療

情報・通信

廃棄物処理　　その他　　建設資

建設資材・木材　　種苗・造園　

印刷・製本

キムラ

キムラコウキヨウシヨ

キヤノンシステムアントサホ

キヤノンメテイカルシステム

キヤノンメテイカルフアイナ

キヤリアリンク

キヤンサースキヤン

キヨウエイテンキコウキヨウ

キヨウサイトウフコウホウヨ

キヨウシンキケン

キヨウシンレイネツ

キヨウセイ

キヨウトウインサツシヤ

キヨウトウカンサイ

キヨウトウテンキ

キヨウトウテンセツ

キヨウナンカンキヨウサーヒ

キヨウナンシンリンクミアイ

キヨウナントウインサツシヨ

0000021501

0004000035

0004000565

0000021448

0000021957

0004001848

0004002298

0004002121

0004002642

0004001068

0000021437

0000021119

0000021069

0004000664

0004001463

0000021295

0003022354

0004000645

0000021070

市内

市内

営業所

営業所

県外

県外

県外

県外

県内

営業所

市内

県外

市内

県外

県外

市内

県内

県内

市内

夫

京第四営業部　甲府営業所　部長　高宮　圭

支店　支店長　横堀　純一

代表取締役　田仲　純

　素明

福吉　潤

修

　横山　一仁

伸一

　敦

澄　秋芳

健弘

ート

ス

ンス

コヤマシヨクヒン

ス

理部品

工・板金

ラ

車

材・木材

情報・通信

器具

材・木材

　その他
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共立機巧（株）　　代表取締役　西田　憲司

協立給食（株）　　代表取締役社長　高村　

（株）共立ピー・シー・オー　　代表取締役

協和医科器械（株）　甲府支店　支店長　鈴

（有）協和印刷社　　代表取締役　石原　幸

（株）協和コンサルタンツ　山梨営業所　所

協和産業（株）　　代表取締役　清水　修一

協和自動車工業（有）　　代表取締役　青柳

旭陽電気（株）　　代表取締役社長　金山　

（株）キリン自動車　　代表取締役　大柴　

近畿日本ツーリスト（株）　甲府支店　支店

キングラン・メディケア（株）　長野営業所

（有）金生屋旗店　　代表取締役　石川　和

（株）きんでん　東京支社　執行役員支社長

（株）金峰商会　　代表取締役　大谷　秀樹

（有）貢川鉄工所　　代表取締役　服部　貴

久喜設計　　代表　初鹿　和久

（株）クスリのサンロード　　代表取締役　

（株）グッドメディカル内藤薬局飯田店　　

機械器具　　水処理

給食

清掃

医療器具

印刷・製本

調査・研究　　情報・通信　　そ

看板・プレート　　建設資材・木

自動車　　自動車修理部品

情報・通信　　電気製品　　リー

機械器具　　自動車　　自動車修

その他　　イベント企画等

室内装飾　　電気製品　　家具

カップ　　看板・プレート

情報・通信　　建物管理

事務用品　　教材　　リース

鉄工・板金　　建設資材・木材

調査・研究

医薬品　　食糧品　　その他

医薬品　　医療器具　　荒物・金

キヨウリツキコウ

キヨウリツキユウシヨク

キヨウリツヒーシーオー

キヨウワイカキカイ

キヨウワインサツシヤ

キヨウワコンサルタンツ

キヨウワサンキヨウ

キヨウワシトウシヤコウキヨ

キヨクヨウテンキ

キリンシトウシヤ

キンキニツホンツーリスト

キンクランメテイケア

キンセイヤハタテン

キンテン

キンホウシヨウカイ

クカワテツコウシヨ

クキセツケイ

クスリノサンロート

クツトメテイカルナイトウヤ

0004001770

0004001251

0004000831

0000021442

0000021071

0000021983

0000021826

0000021564

0000021331

0004001782

0004002594

0004001950

0000021632

0004002478

0000021011

0004000900

0004001205

0000023438

0000021195

県外

県外

県内

営業所

市内

営業所

市内

市内

県内

市内

営業所

県外

市内

県外

市内

市内

市内

市内

市内

充

　重見　一豊

木　和明

周

長　太田　一秀

　成仁

光雄

弘

長　四宮　正臣

　所長　松森　惇起

弘

　石藤　清孝

一

樋口　俊英

代表取締役　内藤　貴夫

ウ

ツキヨクイイタテン

の他

材

ス

理部品

物
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（株）グッピーズ　　代表取締役　肥田　義

功刀自動車（株）　　代表取締役　　椚　美

窪川自動車整備工場　　代表　窪川　善久

（株）クボタ　東京本社　東京本社事務所長

クボタ環境エンジニアリング（株）　　代表

窪田造園　　代表　窪田　茂

（有）久保田造園　　代表取締役　久保田　

久保田米穀店　　代表　久保田　春彦

（株）クマヒラ　甲府営業所　所長　岩崎　

クマリフト（株）　長野営業所　所長　小松

グラビス・アーキテクツ（株）　　代表取締

（株）グラファー　　代表取締役　石井　大

グランペール（同）　　代表社員　豊島　一

（株）クラーク総合通商　　代表取締役　廣

（株）クリエート　　代表取締役　望月　満

（株）クリタス　　代表取締役　鎌田　裕久

（株）栗本鐵工所　東京支社　総務部長　髙

（有）クリーンアシスト　　代表取締役　石

（株）クリーンアース　　代表取締役　綱倉

その他

自動車　　機械器具

自動車修理部品

自動車

ポンプ　　その他　　自動車

種苗・造園

種苗・造園　　生花

食糧品　　燃料

機械器具　　情報・通信　　事務

建物管理

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他　　リース　　情報・通信

情報・通信　　イベント企画等

その他

廃棄物処理　　廃品

その他　　機械器具　　ポンプ

機械器具　　水処理　　その他

清掃

廃棄物処理

クツヒース

クヌキシトウシヤ

クホカワシトウシヤセイヒコ

クホタ

クホタカンキヨウエンシニア

クホタソウエン

クホタソウエン

クホタヘイコクテン

クマヒラ

クマリフト

クラヒスアーキテクツ

クラフアー

クランヘール

クラークソウコウツウシヨウ

クリエート

クリタス

クリモトテツコウシヨ

クリーンアシスト

クリーンアース

0004002836

0000021565

0000021566

0000021494

0000021911

0004001243

0004000818

0000021766

0000021012

0004000380

0004001880

0004002537

0004002643

0004002869

0000021871

0000021925

0004001473

0000021663

0004001453

県外

県内

市内

県外

県外

市内

市内

市内

営業所

県外

県外

県外

市内

県外

市内

県外

県外

市内

県内

光

津夫

　吉岡　榮司

取締役　中河　浩一

隆

哲也

　誠志

役　古見　彰里

地

弘

田　勝年

僧　英樹

川　敏夫

　久美

ウシヨウ

リンク

用品

の他
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令和０５年度

（株）グリーンエコ　東京事務所　所長　中

（株）クリーン環境センター　　代表取締役

グリーンブルー（株）　　代表取締役　杉本

（株）クリーンベスト　　代表取締役　市川

クリーンヘルス（株）　　代表取締役　初鹿

（株）クリーンライフ　　代表取締役　武田

（特非）来未　　理事長　三井　崇

（株）Ｇｒｏｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ　　代

グローバルデザイン（株）　山梨オフィス　

群桐エコロ（株）　　代表取締役　山口　博

（株）ケアコム　　代表取締役社長　池川　

ＫＳＳ（株）　　代表取締役　深澤　重幸

（株）ＫＯ堂　　代表取締役　南部　隆之

（株）計測技術管理センター　　代表取締役

（有）ケイツーメンテナンス　　代表取締役

（株）ケイ・トゥー・ワン　　代表取締役　

（株）ケイビイワイ　　代表取締役　幡野　

（株）警備サービス輝　　代表取締役　林　

（株）京葉興業　甲府支店　支店長　能化　

調査・研究　　情報・通信

水処理　　廃棄物処理　　清掃

情報・通信　　計量・測量機器　

廃棄物処理　　廃品　　運送業務

水処理　　廃棄物処理　　清掃

水処理　　廃棄物処理　　清掃

記念品

調査・研究　　イベント企画等　

情報・通信　　印刷・製本　　そ

廃棄物処理

情報・通信　　電気製品

家具　　その他

食糧品

その他　　計量・測量機器

水処理　　清掃　　建物管理

印刷・製本　　その他　　看板・

警備　　廃棄物処理

警備

廃棄物処理　　水処理　　清掃

クリーンエコ

クリーンカンキヨウセンター

クリーンフルー

クリーンヘスト

クリーンヘルス

クリーンライフ

クルミ

クルーウテサインス

クローハルテサイン

クントウエコロ

ケアコム

ケイエスエス

ケイオートウ

ケイソクキシユツカンリセン

ケイツーメンテナンス

ケイトウーワン

ケイヒイワイ

ケイヒサーヒスカカヤキ

ケイヨウコウキヨウ

0004002127

0000021889

0000036079

0000030819

0000022029

0000021887

0004002243

0004002732

0004000494

0004001706

0000026661

0004001772

0004000585

0004000919

0000030801

0000021072

0000021687

0004002328

0000028786

県外

県内

県外

県内

県内

県内

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

市内

県内

県内

市内

県内

市内

営業所

井　裕典

　伊藤　晴恵

　健司

　千壽

野　玉和

　昌大

表取締役　三谷　繭子

所長　保坂　晃代

充洋

　清水　則幸

　小島　学

靏田　啓二

しのぶ

修二

満

ター

　リース

　その他

の他

プレート
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物品業者５０音順一覧表  24 87頁

令和０５年度

下水道メンテナンス協同組合　　代表理事　

（株）建設技術研究所　山梨事務所　所長　

（一財）建設物価調査会　　理事長　北橋　

（株）元創　　代表取締役　石住　秀樹

（有）ケンソウ　　代表取締役　保坂　吉隆

（株）現代けんこう出版　　代表取締役　中

（一財）建築行政情報センター　　理事長　

（株）ケー・シー・エス　東京支社　支社長

（株）ケー・デー・シー　　代表取締役　髙

（株）コアジャパン　　代表取締役　安田　

こいけ教材店　　代表　小池　正

（株）小泉中部　中部本社　所長　野原　正

公営事業（株）　　代表取締役　林　康夫

（株）好楽堂楽器店　　代表取締役　塩島　

公共地研（株）　　代表取締役　鈴木　孝雄

（株）工業複写センター　　代表取締役　渡

（有）甲伸産業　　取締役　土橋　良人

甲信商事（株）　甲府支店　支店長　三神　

甲信食糧（株）　甲府営業所　所長　中込　

水処理　　廃棄物処理　　清掃

調査・研究　　情報・通信　　そ

情報・通信　　調査・研究

その他　　鉄工・板金　　情報・

電気製品　　建物管理　　ポンプ

印刷・製本　　書籍・出版物　　

情報・通信

調査・研究　　情報・通信

情報・通信　　その他　　リース

その他

教材

機械器具　　調理機器　　電気製

水処理　　その他　　農工業薬品

楽器・ミシン

情報・通信　　調査・研究　　看

その他　　情報・通信

ゴム・ビニール　　建設資材・木

水処理　　建設資材・木材　　機

食糧品

ケスイトウメンテナンスキヨ

ケンセツキシユツケンキユウ

ケンセツフツカチヨウサカイ

ケンソウ

ケンソウ

ケンタイケンコウシユツハン

ケンチクキヨウセイシヨウホ

ケーシーエス

ケーテーシー

コアシヤハン

コイケキヨウサイテン

コイスミチユウフ

コウエイシキヨウ

コウカクトウカツキテン

コウキヨウチケン

コウキヨウフクシヤセンター

コウシンサンキヨウ

コウシンシヨウシ

コウシンシヨクリヨウ

0000030812

0004001075

0000000240

0004001757

0004000296

0000028190

0000022373

0004002645

0004001787

0004002646

0000028740

0000021425

0004000087

0000021388

0003032658

0000022094

0003026704

0000026805

0000021768

市内

営業所

県外

県外

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県内

市内

県外

市内

県外

県外

市内

県内

営業所

丸茂　元

大島　裕司

建治

野　茂季

後藤　隆之

　熊谷　慶一

栁　公康

剛

勝

好太郎

邊　秀博

浩之

豊秋

ウトウクミアイ

シヨ

ウセンター

の他

通信

その他

品

板・プレート

材

械器具
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令和０５年度

甲信ジーエス電池（株）　　代表取締役　雨

甲信水工（株）　　代表取締役　石川　明典

甲信寺岡オート・ドア（株）　　代表取締役

（株）甲信マツダ　山梨支店　支配人　天野

弘成防災設備　　代表　杉原　弘美

（有）高速プリント　　代表取締役　土屋　

交通工業（株）　甲府営業所　所長　塩島　

（有）神津薬局　　代表取締役　神津　伸治

（株）江東微生物研究所　静岡営業所　所長

甲南緑化（株）　　代表取締役社長　岩田　

（有）河野サイエンス　　取締役　河野　幸

河野スポーツ（株）　　代表取締役　中澤　

コウノスポーツ　　代表　河野　宏紀

河野造園土木（株）　　代表取締役　河野　

（株）甲府キンダイサービス　　代表取締役

甲府警備保障（株）　　代表取締役　名取　

（株）甲府建材商会　　代表取締役　中込　

（一社）甲府市医師会　健診・検査センター

甲府市環境事業協業組合　　代表理事　滝口

自動車修理部品　　その他

水処理　　農工業薬品

建物管理

自動車

建物管理　　ポンプ

印刷・製本

看板・プレート　　塗料　　その

医薬品　　医療器具

水処理　　調査・研究　　その他

種苗・造園

計量・測量機器　　調理機器　　

スポーツ用品　　カップ　　シー

スポーツ用品　　カップ　　シー

種苗・造園

清掃　　建物管理　　水処理

警備

建設資材・木材　　鉄工・板金　

その他

廃棄物処理

コウシンシーエステンチ

コウシンスイコウ

コウシンテラオカオートトア

コウシンマツタ

コウセイホウサイセツヒ

コウソクフリント

コウツウコウキヨウ

コウツヤツキヨク

コウトウヒセイフツケンキユ

コウナンリヨツカ

コウノサイエンス

コウノスホーツ

コウノスホーツ

コウノソウエントホク

コウフキンタイサーヒス

コウフケイヒホシヨウ

コウフケンサイシヨウカイ

コウフシイシカイ

コウフシカンキヨウシキヨウ

0000021986

0004000480

0000023595

0000030792

0004001742

0000021073

0000021827

0000021185

0004002810

0000021709

0000032707

0000021408

0004002211

0000021710

0000021664

0000021635

0000021828

0000021987

0004000168

市内

市内

市内

営業所

市内

市内

営業所

市内

県外

市内

市内

市内

県内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

宮　浩

　古屋　貢市

　剛

治

基至

　森嶋　賢一

めぐみ

則

信二

嘉孝

社長　望月　健次

秀子

茂

臨床検査部　理事長　星野　和實

　郷樹

ウシヨ

キヨウキヨウクミアイ

他

事務用品

ト

ト

　ゴム・ビニール
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物品業者５０音順一覧表  26 87頁

令和０５年度

（一社）甲府市観光協会　　代表理事　雨宮

甲府市資源回収協同組合　　代表理事　赤池

（福）甲府市社会福祉事業団　　理事長　山

（公社）甲府市シルバー人材センター　　理

（公財）甲府市スポーツ協会　　専務理事　

（協組）甲府市造園協会　　代表理事　藤原

甲府市廃棄物協業組合　　代表理事　三枝　

甲府市廃棄物事業協同組合　　代表理事　三

（公社）甲府市薬剤師会　　会長　植松　俊

甲府住宅設備（株）　　代表取締役　森澤　

（株）甲府情報システム　　代表取締役　宮

（有）甲府スポーツ　　代表取締役　小池　

（有）甲府セントラル通商　　代表取締役　

（有）甲府中央　　代表取締役　網野　誠一

甲府通運（株）　　代表取締役　早野　仁

甲府ビルサービス（株）　　代表取締役　坂

（同）甲府ファミリー葬祭　　代表社員　石

甲府文化瓦斯（株）　　代表取締役　由比藤

甲府モータース　　代表　鈴木　政敏

イベント企画等　　その他

廃棄物処理　　廃品

事務用品　　印刷・製本　　清掃

清掃　　建物管理　　その他

その他

種苗・造園

廃棄物処理

廃棄物処理

医薬品

水処理

情報・通信　　事務用品

スポーツ用品

食糧品

保険

運送業務

建物管理　　清掃　　警備

その他

燃料　　調理機器

自動車修理部品　　その他

コウフシカンコウキヨウカイ

コウフシシケンカイシユウキ

コウフシシヤカイフクシシキ

コウフシシルハーシンサイセ

コウフシスホーツキヨウカイ

コウフシソウエンキヨウカイ

コウフシハイキフツキヨウキ

コウフシハイキフツシキヨウ

コウフシヤクサイシカイ

コウフシユウタクセツヒ

コウフシヨウホウシステム

コウフスホーツ

コウフセントラルツウシヨウ

コウフチユウオウ

コウフツウウン

コウフヒルサーヒス

コウフフアミリーソウサイ

コウフフンカカス

コウフモータース

0000023096

0000021928

0004001010

0000021989

0000022892

0004000348

0004000587

0004000654

0000024423

0004002109

0000021049

0000021409

0004001679

0004000028

0000021970

0000021665

0004000337

0000021142

0000021568

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県内

市内

市内

市内

県内

市内

県内

市内

市内

　正英

　廣

田　文夫

事長　斎城　和久

櫻井　正富

　辰男

政義

枝　由則

彦

亮治

川　淳也

直矢

飯島　禎典

郎

本　哲啓

部　義彦

　太郎

ヨウトウクミアイ

ヨウタン

ンター

ヨウクミアイ

キヨウトウクミアイ
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（株）甲府ユニホームセンター　　代表取締

甲府冷暖工業（株）　　代表取締役　齊藤　

（有）晃佑測機　　取締役　名取　要一

光陽印刷所　　代表　松木　憲次

甲陽建機リース（株）　甲府営業所　所長　

コエイ住器（株）　　代表取締役　野口　智

（有）コエル　　代表取締役　荒木　泰蔵

（株）国際開発コンサルタンツ　東京支店　

国際航業（株）　山梨営業所　所長　川津　

国際文化財（株）　東日本支店　支店長　中

国土情報開発（株）　　代表取締役社長　羽

国土地図（株）　神奈川営業所　所長　工藤

（株）ｃｏｃｏｏｎ　　代表取締役　佐野　

五光電工（株）　　代表取締役　饗場　紀仁

（株）輿石木工　　代表取締役　輿石　義章

（株）コジマ　コジマ×ビックカメラ甲府バ

（有）小島精肉店　　代表取締役　小島　令

コスメチックドラッグサトウ　　代表　佐藤

コスモ工機（株）　東京支店　支店長　佐々

衣料　　ゴム・ビニール

建物管理　　水処理

計量・測量機器　　事務用品

印刷・製本

リース　　イベント企画等　　そ

ガラス

廃棄物処理　　その他

調査・研究

印刷・製本　　その他　　リース

調査・研究　　その他

情報・通信　　リース　　事務用

印刷・製本　　情報・通信　　そ

印刷・製本　　記念品　　情報・

電気製品　　その他

家具　　室内装飾　　寝具

電気製品　　カメラ　　時計・装

食糧品

医薬品　　医療器具

鉄工・板金　　機械器具

コウフユニホームセンター

コウフレイタンコウキヨウ

コウユウソツキ

コウヨウインサツシヨ

コウヨウケンキリース

コエイシユウキ

コエル

コクサイカイハツコンサルタ

コクサイコウキヨウ

コクサイフンカサイ

コクトシヨウホウカイハツ

コクトチス

コクーン

ココウテンコウ

コシイシモツコウ

コシマ

コシマセイニクテン

コスメチツクトラツクサトウ

コスモコウキ

0000021238

0004002162

0000036069

0000021076

0000034446

0000021610

0004001233

0004002495

0000021077

0004000307

0000022089

0003021118

0004002648

0003010268

0004002167

0000032438

0000021769

0000021188

0000021855

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

市内

市内

県内

営業所

市内

市内

県外

役　今川　宗三

鉄也

佐藤　士朗

久

支店長　芳賀　稔

克也

村　祐一

田　寛

　武志

裕也

イパス店　店長　笠井　俊典

子

　四郎

木　剛

ンツ

の他

品

の他

通信

身具
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令和０５年度

（株）コスモリサーチ　東海支店　支店長　

（株）小瀬防災設備　　代表取締役　雨宮　

（株）コトブキ　　代表取締役　深澤　幸郎

コトブキシーティング（株）　　代表取締役

コニカミノルタパブリテック（株）　　代表

（株）小林事務機　　代表取締役　小林　茂

小林電気防災　　代表　小林　英樹

（株）コベルコＥ＆Ｍ　　代表取締役　浅田

コベルコ・コンプレッサ（株）ヒートポンプ

（有）小松屋寝装　　代表取締役　木下　生

五味醤油（株）　　代表取締役社長　五味　

ゴミでんき　　代表　五味　善行

小宮山スタジオ　　代表　小宮山　隆博

木夢（株）　　代表取締役　吉野　崇裕

（株）米福　　代表取締役社長　五味　礼治

（株）コモンテックス　　代表取締役　鈴木

小山電機工業（株）　　代表取締役　小山　

コンピュータ利用促進協同組合　　代表理事

（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング

調査・研究

ポンプ　　その他

その他　　教材　　看板・プレー

家具　　その他

調査・研究　　情報・通信　　そ

事務用品　　家具　　リース

建物管理　　ポンプ　　電気製品

情報・通信　　リース

建物管理

室内装飾　　寝具

食糧品

電気製品

カメラ

家具

給食　　食糧品

その他　　機械器具　　鉄工・板

機械器具　　電気製品　　ポンプ

情報・通信　　電気製品　　事務

調査・研究

コスモリサーチ

コセホウサイセツヒ

コトフキ

コトフキシーテインク

コニカミノルタハフリテツク

コハヤシシムキ

コハヤシテンキホウサイ

コヘルコイーアントエム

コヘルココンフレツサ

コマツヤシンソウ

コミシヨウユ

コミテンキ

コミヤマスタシオ

コム

コメフク

コモンテツクス

コヤマテンキコウキヨウ

コンヒユータリヨウソクシン

コーエイリサーチアントコン

0004002496

0004000469

0003013019

0004000800

0004002649

0000021051

0004001778

0004002009

0004002650

0000021267

0000035789

0004000346

0000021621

0004000804

0000021770

0000022078

0000026660

0004000075

0004001223

県外

市内

県外

県外

県外

県内

県内

県外

県外

市内

市内

市内

市内

県内

県内

県外

市内

市内

県外

大崎　智

一三

　深澤　重幸

取締役社長　武井　一

樹

　秀樹

　新事業本部ヒートポンプ・エネルギー営業

夫

仁

　洋康

和也

　山上　清

　　代表取締役　佐々木　昭彦

キヨウトウクミアイ

サルテインク

ト

の他

金

用品
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物品業者５０音順一覧表  29 87頁

令和０５年度

（株）コーエー　　代表取締役　菅谷　和雄

（株）コーケン　　代表取締役　山﨑　廣和

コーベベビー（株）　　代表取締役　荒巻　

（株）三枝理研　　代表取締役　三枝　清

（株）財商　甲府営業所　所長　奥秋　将太

サイタ工業（株）　保全事業本部　保全事業

サイトウ看板店　　代表　齊藤　新一

西戸崎興産（株）　関東営業所　所長　河野

（株）サイネックス　　代表取締役　村田　

（株）サカイ引越センター　中日本本部　中

サガミ計測（株）　　代表取締役　蒔田　建

（有）坂本屋　　代表取締役　芦澤　一位

佐川急便（株）　西関東支店　支店長　佐々

桜井青果店　　代表　櫻井　恒文

サクラヘルスケアサポート（株）　　代表取

ササキ（株）　甲府支店　支店長　川口　淳

（株）笹之池燃料　　代表取締役　笹之池　

佐藤看板店　　代表　佐藤　進

佐藤建材金物（株）　　代表取締役社長　佐

看板・プレート　　記念品　　印

建物管理　　医療器具

リース　　その他　　室内装飾

事務用品　　教材　　医療器具

荒物・金物　　電気製品　　清掃

建物管理

看板・プレート

建設資材・木材　　水処理

その他　　情報・通信　　印刷・

運送業務

建物管理　　計量・測量機器　　

燃料

運送業務

食糧品

その他

医療器具　　医薬品

燃料

看板・プレート

建設資材・木材　　鉄工・板金

コーエー

コーケン

コーヘヘヒー

サイクサリケン

サイシヨウ

サイタコウキヨウ

サイトウカンハンテン

サイトサキコウサン

サイネツクス

サカイヒツコシセンター

サカミケイソク

サカモトヤ

サカワキユウヒン

サクライセイカテン

サクラヘルスケアサホート

ササキ

ササノイケネンリヨウ

サトウカンハンテン

サトウケンサイカナモノ

0000026984

0000034929

0004002876

0000021389

0000021218

0004002493

0000021735

0004002311

0004001436

0004001115

0004001980

0003032526

0004001452

0004002652

0004000327

0000021444

0000021148

0000021736

0000021830

県外

県外

県外

市内

営業所

県外

市内

県外

県外

県外

県外

市内

県外

市内

県外

営業所

市内

市内

市内

道洋

本部長　伊東　斉

　隆治

吉優

日本本部長　臼井　靖宣

木　俊行

締役社長　野島　久美子

清

藤　勝彦

刷・製本

製本

水処理
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物品業者５０音順一覧表  30 87頁

令和０５年度

（株）サニクリーン甲信越　山梨営業所　係

佐野酒店　　代表　佐野　学

（株）佐野設計　　代表取締役　佐野　正秀

（株）澤速記事務所　　代表取締役　澤　吉

（株）三愛印刷　　代表取締役社長　稲葉　

産栄計測（株）　　代表取締役　保坂　雅寛

三栄自動車工業（有）　　代表取締役　北條

（株）三英東体　　代表取締役　多田　忍

（株）サンエス・オー　　代表取締役　大森

山王（株）　関東営業所　営業所長　西濱　

（株）サンオート　　代表取締役　山本　暁

（株）サンカイゴ　　代表取締役　有野　恭

（株）三輝　　代表取締役　中道　高司

三機環境サービス（株）　　代表取締役社長

三機工業（株）　　代表取締役社長　石田　

（株）三機堂　　代表取締役　板山　浩貴

産業科学（株）　　代表取締役　中島　雄志

三協工業（株）　　代表取締役　高橋　和靖

三協フロンテア（株）　山梨出張所　所長　

リース　　清掃

食糧品

その他

その他　　情報・通信　　印刷・

印刷・製本

計量・測量機器　　教材　　情報

自動車　　自動車修理部品

教材　　スポーツ用品　　その他

事務用品　　情報・通信　　ポン

建設資材・木材

医療器具　　荒物・金物　　その

その他　　医療器具　　医薬品

その他

水処理　　ポンプ　　機械器具

水処理　　機械器具

事務用品　　教材　　家具

医療器具　　その他

水処理

リース　　その他

サニクリーンコウシンエツ

サノサケテン

サノセツケイ

サワソツキシムシヨ

サンアイインサツ

サンエイケイソク

サンエイシトウシヤコウキヨ

サンエイトウタイ

サンエスオー

サンオウ

サンオート

サンカイコ

サンキ

サンキカンキヨウサーヒス

サンキコウキヨウ

サンキトウ

サンキヨウカカク

サンキヨウコウキヨウ

サンキヨウフロンテア

0000028835

0000021774

0004002151

0000028801

0000021080

0004001067

0000021571

0000021415

0000036071

0004002486

0004001421

0000021454

0004000845

0004001438

0004002010

0000021015

0000021466

0004001419

0004002184

県内

市内

県内

県外

市内

市内

市内

市内

市内

県外

県外

県内

県外

県外

県外

市内

県外

県外

県内

長　香川　豊宏

昭

政信

　繁寿

　武利

聡志

彦

章

　松本　昌彦

博一

笹本　信一

ウ

製本

・通信

プ

他
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令和０５年度

三晃工業（株）　　代表取締役　山梶　章

（株）三光社　　代表取締役　竹内　秀和

山光石油（株）　　代表取締役社長　望月　

サンコー機材（株）　甲府支店　支店長　栁

サンコー薬品（株）　　代表取締役　米川　

サンコーライン（株）　甲府営業所　営業所

（株）山紫堂　　代表取締役　黒田　啓彰

サンシン美装　　代表　山本　正

（株）三水　　代表取締役　上原　由

（株）サンスイ　北関東支店　支店長　大村

（有）山水エンジニアリング　　代表取締役

（株）三水コンサルタント　山梨事務所　所

三精工事サービス（株）　東京支店　代表取

産政商事　　代表　三枝　小百合

三精テクノロジーズ（株）　東京支店　東京

（有）サンテック　　代表取締役　三枝　由

（有）サンテック　　取締役　佐野　宏二

（株）サンテレコム　　代表取締役　清水　

（有）サンテレコムサービス　　代表取締役

その他　　室内装飾

看板・プレート

燃料　　自動車修理部品

ポンプ　　建設資材・木材　　機

医療器具　　医薬品　　その他

建設資材・木材　　看板・プレー

教材　　書籍・出版物　　事務用

清掃　　廃棄物処理　　種苗・造

水処理　　その他

調査・研究　　その他　　水処理

水処理　　機械器具　　農工業薬

情報・通信　　調査・研究

その他　　建物管理　　室内装飾

ポンプ　　シート　　電気製品

建物管理　　室内装飾　　その他

廃棄物処理　　廃品

その他

情報・通信　　電気製品　　カメ

情報・通信　　電気製品　　その

サンコウコウキヨウ

サンコウシヤ

サンコウセキユ

サンコーキサイ

サンコーヤクヒン

サンコーライン

サンシトウ

サンシンヒソウ

サンスイ

サンスイ

サンスイエンシニアリンク

サンスイコンサルタント

サンセイコウシサーヒス

サンセイシヨウシ

サンセイテクノロシース

サンテツク

サンテツク

サンテレコム

サンテレコムサーヒス

0004002175

0000021737

0000021151

0004001081

0004001760

0000021831

0000021391

0004002466

0004001235

0004000471

0004000693

0004001474

0004001109

0004002116

0003014210

0004000885

0004001014

0000021300

0000030839

県外

市内

市内

県内

県外

営業所

市内

県内

県外

県外

市内

県内

県外

市内

県外

県内

県外

市内

市内

眞一

葉　武文

晴美

長　植松　博

　雅樹

　内藤　秀明

長　高本　英光

締役副社長　東京支店長　忠岡　功祐

支店長　板垣　治

則

久

　清水　久

械器具

ト

品

園

品

ラ

他
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令和０５年度

（株）山典　　代表取締役　山下　典宏

（株）サンニチ印刷　　代表取締役　野口　

（株）三豊　　代表取締役　井上　智秋

（株）サン防災　　代表取締役　金子　晃久

山宝石油（株）　　代表取締役　金川　清

（株）三友　　代表取締役　佐藤　城二

三友自動車工業（有）　　代表取締役　田口

（株）サンユー　　代表取締役　三澤　一重

三洋テクノマリン（株）　東京支社　支社長

サンリエモア（株）　　代表取締役　鈴木　

（株）三凌商事　　代表取締役社長　赤石　

（株）サンリーク　東京支店　支店長　谷　

三和航測（株）　甲信支社　甲信支社長　山

（株）サンワコン　山梨出張所　所長　望月

三和シヤッター工業（株）　甲府営業所　所

サンワフーズ（株）　　代表取締役　横山　

三和防災（株）　　代表取締役　白澤　実

（株）三和リース　　代表取締役　伏見　哲

（株）サーベイリサーチセンター　静岡事務

その他

印刷・製本　　情報・通信　　そ

その他

ポンプ　　その他

燃料

清掃　　リース　　その他

自動車修理部品

給食

調査・研究　　情報・通信

調理機器　　荒物・金物

農工業薬品　　廃棄物処理　　水

調査・研究

調査・研究　　情報・通信　　印

調査・研究　　情報・通信　　そ

建物管理　　建設資材・木材

給食

ポンプ　　衣料　　建物管理

リース　　イベント企画等　　ポ

調査・研究　　その他　　情報・

サンテン

サンニチインサツ

サンホウ

サンホウサイ

サンホウセキユ

サンユウ

サンユウシトウシヤコウキヨ

サンユー

サンヨウテクノマリン

サンリエモア

サンリヨウシヨウシ

サンリーク

サンワコウソク

サンワコン

サンワシヤツターコウキヨウ

サンワフース

サンワホウサイ

サンワリース

サーヘイリサーチセンター

0004001851

0000021081

0000026877

0004000853

0000021152

0000022348

0000021572

0004002503

0004002653

0000021438

0000021920

0004002500

0000028762

0004001586

0000028824

0004002138

0000021474

0004000649

0000022093

市内

市内

県外

県内

市内

市内

市内

県外

県外

県内

県外

県外

営業所

営業所

県内

県外

市内

県内

県外

英二

　久

　丹羽　宏之

貴子

賢治

恒明

本　光将

　修

長　西里　英治

滋

郎

所　静岡事務所長　北崎　聖二

ウ

の他

処理

刷・製本

の他

ンプ

通信
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令和０５年度

（株）ジインズ　　代表取締役　廣瀬　光男

（株）ジェイアクア　　代表取締役　朝倉　

（株）ジェイアール東日本企画　　代表取締

（株）ジェイエスキューブ　営業本部　本部

ＪＦＥアクアサービス機器（株）　横浜営業

ＪＦＥアドバンテック（株）　東京支社　東

（株）ＪＭＤＣ　　代表取締役　松島　陽介

（株）ＪＴＢ　甲府支店　支店長　大川　正

（有）ジェイトリム　　代表取締役　鳥谷　

ジェイ・ピー・ビー（有）　甲府支社　支社

（株）ＪＥＣＣ　　専務取締役　依田　茂

（株）シオザワ　　代表取締役社長　塩澤　

塩島電化　　代表　塩島　功美

（株）ジオプラン・ナムテック　　代表取締

（株）シガドライウィザース　　代表取締役

静岡無線サービス（株）　　代表取締役　中

（株）システムインナカゴミ　甲府支店　代

（株）システム環境研究所　東京事務所　所

システムズ・デザイン（株）　　代表取締役

情報・通信

その他

印刷・製本　　イベント企画等　

事務用品　　その他　　情報・通

水処理　　計量・測量機器　　ポ

計量・測量機器　　建物管理　　

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他　　イベント企画等　　印

看板・プレート　　その他

建物管理　　ポンプ

リース　　その他　　情報・通信

室内装飾　　家具　　調理機器

電気製品　　情報・通信　　カメ

情報・通信　　リース

リース　　寝具　　その他

情報・通信　　建物管理　　電気

事務用品　　情報・通信　　電気

調査・研究　　情報・通信　　運

情報・通信　　その他

シインス

シエイアクア

シエイアールヒカシニホンキ

シエイエスキユーフ

シエイエフイーアクアサーヒ

シエイエフイーアトハンテツ

シエイエムテイーシー

シエイテイーヒー

シエイトリム

シエイヒーヒー

シエツク

シオサワ

シオシマテンカ

シオフランナムテツク

シカトライウイサース

シスオカムセンサーヒス

システムインナカコミ

システムカンキヨウケンキユ

システムステサイン

0000021992

0004002654

0004001655

0004002001

0004001795

0004000159

0004002655

0004000657

0004002865

0000026198

0000021950

0000021270

0003022347

0004002191

0004002656

0004002811

0000021301

0004002319

0004002008

県内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

市内

営業所

県外

市内

市内

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

和夫

役社長　赤石　良治

長　竹森　裕二

所　所長　髙橋　裕司

京支社長　相馬　栄一

勝

郁夫

長　大澤　延行

英洋

役　西澤　常彦

　田中　秀彦

村　光伸

表取締役　中込　裕

長　山本　速生

　隈元　裕

カク

スキキ

ク

ウシヨ

　調査・研究

信

ンプ

機械器具

の他

刷・製本

ラ

製品

製品

送業務
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令和０５年度

シダックス大新東ヒューマンサービス（株）

シダックスフードサービス（株）　　代表取

シチズンＴＩＣ（株）　東京支店　東京支店

（株）ジチタイアド　　代表取締役　時津　

（株）自治体病院共済会　　代表取締役社長

（株）ジチタイワークス　　代表取締役　時

ジット（株）　　代表取締役　石坂　正人

室内装飾やぎ　　代表　八木　毅

シティーメンテナンス（株）　　代表取締役

信濃化学工業（株）　　代表取締役　小野　

（株）芝保　　代表取締役　藤原　辰男

シフトプラス（株）　　代表取締役　中尾　

（株）島田組　　代表取締役社長　岩立　二

（株）島津製作所　東京支社　取締役支社長

島津メディカルシステムズ（株）　山梨営業

（有）清水印刷　　代表取締役　清水　勝浩

清水工機（株）　甲府支店　支店長　依田　

（株）清水合金製作所　東京営業所　所長　

清水食器（株）　　代表取締役　清水　治樹

給食　　建物管理　　その他

給食　　調理機器　　食糧品

時計・装身具　　リース　　その

その他　　イベント企画等　　調

リース　　その他

情報・通信　　その他

事務用品　　印刷・製本　　電気

室内装飾　　寝具

機械器具　　ポンプ　　水処理

調理機器　　荒物・金物

種苗・造園

情報・通信

調査・研究

医療器具　　計量・測量機器

医療器具　　その他

印刷・製本

機械器具　　ポンプ　　建設資材

その他

調理機器　　荒物・金物　　ゴム

シタツクスタイシントウヒユ

シタツクスフートサーヒス

シチスンテイアイシイ

シチタイアト

シチタイヒヨウインキヨウサ

シチタイワークス

シツト

シツナイソウシヨクヤキ

シテイーメンテナンス

シナノカカクコウキヨウ

シハホ

シフトフラス

シマタクミ

シマツセイサクシヨ

シマツメテイカルシステムス

シミスインサツ

シミスコウキ

シミスコウキンセイサクシヨ

シミスシヨツキ

0000021700

0004000158

0000021342

0004002880

0000021465

0004002825

0004001116

0000021271

0000021874

0000028796

0004001037

0004002522

0004001275

0004000172

0004000357

0000021082

0003021832

0004001073

0000021426

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県内

市内

市内

県外

市内

県外

県外

県外

営業所

市内

営業所

県外

市内

　甲府営業所　所長　花岡　幸人

締役　佐藤　好男

長　日下部　鋭一

孝康

　大濱　紘三

津　孝康

　志村　和之

大輔

裕也

郎

　三浦　泰夫

所　所長　菊地　雅文

和人

杉本　忠明

ーマンサーヒス

イカイ

他

査・研究

製品

・木材

・ビニール
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（有）清水造園　　代表取締役　清水　文一

シミックソリューションズ（株）　　代表取

シミックヘルスケア・インスティテュート　

（株）四門　　代表取締役　寳土　大亮

シモン甲府　　代表　石原　秀夫

（株）社会保険出版社　　代表取締役　髙本

（株）ジャクエツ　甲府店　店長　岡田　俊

（株）ジャスト　　代表取締役　名取　祐介

（株）ジャネット　　代表取締役　梅沢　重

（株）ジャノメ　甲府支店　代表者　佐野　

（株）ジャパンインターナショナル総合　研

ジャパンエレベーターサービス城西（株）　

ジャパン・シーズニング（株）　山梨支店　

（株）ジャパンメディカル　　代表取締役　

シャープマーケティングジャパン（株）　ビ

（株）ジョイトーク　　代表取締役　土谷　

（株）少國民社　　代表取締役　依田　訓彦

（株）正直堂　　代表取締役社長　宮城　隆

昇寿チャート（株）　　代表取締役　川井　

種苗・造園

医薬品　　情報・通信　　イベン

その他　　調査・研究　　情報・

調査・研究　　その他

ゴム・ビニール　　ポンプ　　衣

書籍・出版物　　印刷・製本　　

教材

事務用品　　情報・通信　　リー

その他　　運送業務　　燃料

楽器・ミシン　　教材　　家具

調査・研究　　その他　　印刷・

建物管理

農工業薬品　　その他

その他

情報・通信　　事務用品　　電気

その他

印刷・製本　　情報・通信　　看

事務用品　　家具　　教材

印刷・製本　　情報・通信　　調

シミスソウエン

シミツクソリユーシヨンス

シミツクヘルスケアインステ

シモン

シモンコウフ

シヤカイホケンシユツハンシ

シヤクエツ

シヤスト

シヤネツト

シヤノメ

シヤハンインターナシヨナル

シヤハンエレヘーターサーヒ

シヤハンシースニンク

シヤハンメテイカル

シヤーフマーケテインクシヤ

シヨイトーク

シヨウコクミンシヤ

シヨウシキトウ

シヨウシユチヤート

0000021712

0004002738

0004002657

0004002112

0000021602

0000029576

0000021392

0000022031

0000034412

0000021393

0000030867

0004001779

0000021186

0000021993

0004002124

0004002845

0000021083

0000021018

0004002470

市内

県外

県外

県外

市内

県外

営業所

県内

県内

営業所

県外

県外

県内

県内

県外

県外

市内

市内

県外

締役　葛西　恵

（株）　代表取締役　近藤　良仁

　哲史

介

雄

清人

究所　代表取締役　藤原　壮督

　代表取締役　山下　真弘

支店長　前島　保彦

矢作　彰子

ジネスソリューション担当　取締役　美甘

尋人

清維

イテユート

ヤ

ソウコウケンキユウシヨ

スシヨウサイ

ハン

ト企画等

通信

料

記念品

ス

製本

製品

板・プレート

査・研究
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令和０５年度

（株）城南メンテナンス　　代表取締役　鈴

（株）湘南ワイパーサプライ　山梨支店　支

正武堂　　代表　内藤　正

（株）昭文社　　代表取締役　川村　哲也

（株）正文堂　　代表取締役　長田　俊一

昭和（株）　山梨営業所　所長　千野　敬史

昭和衛生社　　代表　依田　ふみ子

昭和総合警備保障（株）　　代表取締役　村

昭和測量（株）　　代表取締役　小林　日登

ジョンソンコントロールズ（株）　　代表取

（株）シラス自工　　代表取締役　白須　一

城山産業（株）　　代表取締役　山田　純久

（有）信栄　　代表取締役　河澄　千河夫

（株）新栄　　代表取締役　井上　喜郎

（株）信栄　　代表取締役　信田　篤志

（株）シン技術コンサル　山梨営業所　所長

（株）寝具の望月　　代表取締役　大野　敦

（株）伸公　　代表取締役　工藤　玲子

（株）神鋼環境ソリューション　東京支社　

その他　　調査・研究　　リース

ゴム・ビニール　　ポンプ　　衣

スポーツ用品

印刷・製本　　イベント企画等　

事務用品　　教材　　記念品

調査・研究　　情報・通信　　印

水処理

警備　　カメラ　　建物管理

調査・研究　　情報・通信　　印

建物管理　　機械器具

農工業薬品　　燃料　　電気製品

農工業薬品　　水処理　　医薬品

廃棄物処理　　その他　　運送業

廃棄物処理

清掃　　水処理　　その他

調査・研究　　リース　　情報・

寝具　　リース　　室内装飾

看板・プレート　　カップ　　印

機械器具　　農工業薬品　　廃棄

シヨウナンメンテナンス

シヨウナンワイハーサフライ

シヨウフトウ

シヨウフンシヤ

シヨウフントウ

シヨウワ

シヨウワエイセイシヤ

シヨウワソウコウケイヒホシ

シヨウワソクリヨウ

シヨンソンコントロールス

シラスシコウ

シロヤマサンキヨウ

シンエイ

シンエイ

シンエイ

シンキシユツコンサル

シンクノモチツキ

シンコウ

シンコウカンキヨウソリユー

0004001108

0004000803

0000021411

0004001253

0000021019

0003015225

0004000752

0003021636

0000021084

0003030505

0004000036

0000021208

0004002822

0000026804

0000021684

0004000790

0000021243

0000032665

0004000579

県外

営業所

市内

県外

市内

営業所

市内

市内

市内

県外

県内

県外

県内

県外

県内

営業所

市内

県外

県外

木　善弘

店長　三枝　清人

松　邦彦

士

締役社長　吉田　浩

男

　平井　貢

司

東京支社長　久保　哲也

ヨウ

シヨン

料

　看板・プレート

刷・製本

刷・製本

務

通信

刷・製本

物処理
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令和０５年度

神鋼環境メンテナンス（株）　　代表取締役

信号器材（株）　山梨営業所　所長　佐和　

シンコースポーツ（株）　山梨営業所　営業

（株）新星コンサルタント　　代表取締役　

新生ビルテクノ（株）　　代表取締役社長　

新生マイクロ写真（株）　　代表取締役　杉

（株）伸電工業　　代表取締役　笹本　優司

（株）新東管理　　代表取締役　関野　篤人

（株）進藤設計事務所　　代表取締役　秋山

シンフォニアエンジニアリング（株）　東京

新明和アクアテクサービス（株）　関東セン

新菱工業（株）　　代表取締役　菅家　誠司

新菱冷熱工業（株）　甲府営業所　所長　伊

（有）シンワ　　代表取締役　中川　憲二

（有）進和　　代表取締役　坪田　泉

シーアンドエス（株）　　代表取締役　尾池

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）　山梨営業

（株）ジーエスエフ　　代表取締役　岩東　

（株）ＧＳユアサ　東京支社　支社長　阿部

廃棄物処理

看板・プレート　　建設資材・木

スポーツ用品　　リース　　その

調査・研究　　情報・通信

建物管理　　清掃　　水処理

その他　　情報・通信　　カメラ

リース　　電気製品　　建物管理

清掃　　警備　　建物管理

調査・研究

建物管理　　情報・通信　　リー

その他　　水処理　　ポンプ

ポンプ　　機械器具

建物管理　　医療器具

荒物・金物

ポンプ　　機械器具　　燃料

その他　　清掃

医療器具　　その他

給食

電気製品　　建物管理

シンコウカンキヨウメンテナ

シンコウキサイ

シンコースホーツ

シンセイコンサルタント

シンセイヒルテクノ

シンセイマイクロシヤシン

シンテンコウキヨウ

シントウカンリ

シントウセツケイシムシヨ

シンフオニアエンシニアリン

シンメイワアクアテクサーヒ

シンリヨウコウキヨウ

シンリヨウレイネツコウキヨ

シンワ

シンワ

シーアントエス

シーイーヘルスケアシヤハン

シーエスエフ

シーエスユアサ

0004001049

0003030563

0004001593

0004002837

0000021698

0004000342

0004001418

0004002491

0004001203

0000021332

0004002659

0000034490

0000022080

0000021219

0004001598

0000036104

0000021446

0004001961

0004001229

県外

県内

県内

県外

県外

県外

県内

県外

市内

県外

県外

県外

営業所

市内

県外

県外

営業所

県外

県外

　小武海　陽

史好

所長　宮田　賢

中島　博敬

荒川　洋

山　剛生

　昭

本社　東京本社長　安井　輝美

ター　所長　坂田　英樹

藤　之

　泰英

所　所長　鈴木　靖彦

光男

　貴志

ンス

ク

ス

ウ

材　　建物管理

他

ス
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令和０５年度

（株）ＧＳユアサ安曇野　　代表取締役　岩

ジーエムいちはら工業（株）　東京営業所　

（株）シー・シー・ダブル　　代表取締役社

（株）シーズプレイス　　代表取締役　森林

（株）ＣＴＩウイング　東京事務所　所長　

（株）シーティーエス　甲府支店　支店長　

（株）Ｇ・ファクトリー　　代表取締役　川

（株）Ｇ－Ｐｌａｃｅ　東京支社　取締役　

シーメンスヘルスケア（株）　甲信・静岡営

（株）水機テクノス　関東支店　支店長　水

水道機工（株）　東京支店　支店長　松本　

水道総合プランニング（株）　本店　取締役

水道テクニカルサービス（株）　　代表取締

水ｉｎｇ（株）　首都圏支店　支店長　岩瀬

水ｉｎｇエンジニアリング（株）　横浜営業

末木商店　　代表　末木　泰

（有）スエキ文具堂　　取締役　末木　克巳

（有）末木米穀店　　代表取締役　末木　久

Ｓｋｙ（株）　　代表取締役　大浦　淳司

建物管理　　その他

自動車　　その他

情報・通信　　リース　　その他

イベント企画等　　その他　　調

調査・研究　　情報・通信

計量・測量機器　　事務用品

その他　　調査・研究

その他　　情報・通信

医療器具

水処理　　その他　　農工業薬品

水処理

水処理　　調査・研究

調査・研究　　計量・測量機器

農工業薬品　　ポンプ　　水処理

ポンプ　　水処理

食糧品

事務用品　　リース　　教材

食糧品

情報・通信　　事務用品　　電気

シーエスユアサアスミノ

シーエムイチハラコウキヨウ

シーシータフル

シースフレイス

シーテイーアイウインク

シーテイーエス

シーフアクトリー

シーフレイス

シーメンスヘルスケア

スイキテクノス

スイトウキコウ

スイトウソウコウフランニク

スイトウテクニカルサーヒス

スインク

スインクエンシニアリンク

スエキシヨウテン

スエキフンクトウ

スエキヘイコクテン

スカイ

0000026659

0000021546

0004000572

0004002861

0004002183

0004001748

0004002660

0004000598

0000021468

0000034425

0000022103

0004000829

0000034439

0004002864

0000021898

0004002661

0000021020

0000021777

0004002827

県外

県外

県外

県外

県外

県内

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

市内

市内

市内

県外

口　善人

所長　真舘　知誉

長　金成　葉子

　育代

池内　覚

望月　一弥

口　正人

古川　輝雄

業所　営業所長　菅原　光浩

口　博史

拓也

　櫻井　道博

役　大島　健司

　徹

所　所長　大下　健一

士

査・研究

製品



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  39 87頁

令和０５年度

スカイ通信（株）　　代表取締役　須藤　信

（株）杉原設計事務所　　代表取締役社長　

（同）スクラク　　代表社員　筧　直子

（株）スクールキーパー　　代表取締役　山

（株）スクールゴー　　代表取締役　伊藤　

（特非）ＳＣＯＰ　　理事長　鷲見　真一

（株）鈴木工業　　代表取締役　鈴木　雅俊

（株）スズケン　甲府支店　支店長　功刀　

鈴健興業（株）　　代表取締役　鈴木　康修

鈴与電力（株）　　代表取締役　大野　裕之

（株）スタジオ三十三　　代表取締役　井上

（株）スタッフサービス　　代表取締役　阪

（株）スタンプマート　　代表取締役　小林

ステーショナリー遠藤　　代表　遠藤　昌宏

（株）ストリートスマート　　代表取締役　

（有）スポーツショップウイング　　代表取

スポーツショップフジミ　　代表　萩原　明

（株）スポーツプラザ報德　　代表取締役　

（株）スマートバリュー　クラウドイノベー

電気製品

調査・研究

教材　　電気製品　　事務用品

保険

教材　　電気製品　　事務用品

調査・研究　　その他

建物管理　　医療器具　　カメラ

医薬品　　医療器具

廃棄物処理　　廃品　　建設資材

電力

その他　　イベント企画等　　教

その他　　医療事務　　イベント

事務用品

教材　　事務用品　　イベント企

情報・通信　　その他

スポーツ用品

スポーツ用品　　カップ　　記念

警備　　その他　　建物管理

情報・通信

スカイツウシン

スキハラセツケイシムシヨ

スクラク

スクールキーハー

スクールコー

スコツフ

ススキコウキヨウ

ススケン

ススケンコウキヨウ

ススヨテンリヨク

スタシオサンシユウサン

スタツフサーヒス

スタンフマート

ステーシヨナリーエントウ

ストリートスマート

スホーツシヨツフウインク

スホーツシヨツフフシミ

スホーツフラサホウトク

スマートハリユー

0000022383

0004002843

0004002906

0004000361

0004002666

0000036102

0004002467

0000021205

0003012069

0004002468

0004001621

0004002662

0000021021

0000022352

0004002858

0000032914

0000021412

0004001587

0004001981

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県内

県内

県内

県外

県外

県外

市内

県内

県外

県内

市内

県外

県外

自

山﨑　修一

下　泰徳

秀之

浩樹

　喜代志

本　耕治

　彰男

松林　大輔

締役　佐藤　雅人

安藤　博二

ションＤｉｖｉｓｉｏｎ　ＤｉｖＭａｎａｇ

・木材

材

企画等

画等

品



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  40 87頁

令和０５年度

角田鉄工（株）　　代表取締役　角田　孝幸

住友林業（株）　資源環境事業本部　山林部

巣守金属工業（株）　　代表取締役　巣守　

（株）ＳＵＰＥＲＦＩＮＥ　　代表取締役　

（株）静環検査センター　甲府支店　支店長

セイコータイムクリエーション（株）　信越

（株）成心設備　　代表取締役　小林　成行

（株）セイフコ　　代表取締役　渡邊　忠隆

（有）清隆社　　代表取締役　石原　清

世界産業（株）　　代表取締役　榎並　巧二

セコムトラストシステムズ（株）　　代表取

セコム山梨（株）　　代表取締役社長　田中

（株）セブンサービス企画装飾　山梨営業所

（株）ゼロ　　代表取締役　　小宮山　晃司

（株）全国学童交通事故防止会　　代表取締

（有）センチュリーコーポレーション　　取

（株）宣通　　代表取締役　津田　郁夫

（株）センティス廿一　　代表取締役　保坂

セントラルコンサルタント（株）　山梨営業

その他　　建設資材・木材　　建

調査・研究　　その他　　情報・

看板・プレート

イベント企画等　　情報・通信　

調査・研究　　水処理　　その他

スポーツ用品　　情報・通信　　

廃棄物処理

廃棄物処理　　その他

電気製品

その他

情報・通信　　その他

警備　　医療器具　　ポンプ

イベント企画等　　リース　　記

廃棄物処理

ゴム・ビニール　　看板・プレー

廃棄物処理

その他　　医療器具

ポンプ　　警備　　情報・通信

調査・研究

スミタテツコウ

スミトモリンキヨウ

スモリキンソクコウキヨウ

スーハーフアイン

セイカンケンサセンター

セイコータイムクリエーシヨ

セイシンセツヒ

セイフコ

セイリユウシヤ

セカイサンキヨウ

セコムトラストシステムス

セコムヤマナシ

セフンサーヒスキカクソウシ

セロ

センコクカクトウコウツウシ

センチユリーコーホレーシヨ

センツウ

センテイスニシユウイチ

セントラルコンサルタント

0000036128

0004002663

0004001932

0004001639

0003026845

0000021517

0004001503

0004001836

0003010072

0004000082

0004001767

0000021637

0000021961

0004000883

0004002852

0004001502

0004001077

0000021475

0004001745

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

市内

県内

市内

県外

県外

市内

営業所

市内

県外

市内

県外

市内

営業所

　山林部長　寺澤　健治

佳之

吉田　圭

　安間　公春

営業所　所長　武井　貢

締役　西村　達之

　慶一

　所長　菊波　広

役　小島　善ニ

締役　堀内　一男

　剛志

所　山梨営業所長　鶴岡　忠明

ン

ヨク

コホウシカイ

ン

物管理

通信

　調査・研究

時計・装身具

念品

ト　　カップ
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  41 87頁

令和０５年度

セントラルテクノ（株）　　代表取締役　江

セントラル防災（株）　　代表取締役　清水

（株）ゼンリン　甲府営業所　営業所長　泊

（株）創具　　代表取締役　鳥谷　郁夫

相互印刷（株）　　代表取締役　山内　幸雄

（株）創合　　代表取締役　鳥谷　郁夫

（株）総合環境分析　甲信分析センター　セ

綜合警備保障（株）　山梨支社　支社長　北

総合広告代理店アイキャン　　代表　鈴木　

（株）総合電設　　代表取締役　成島　政彦

（有）総合防災設備　　代表取締役　佐野　

（有）創美社　　代表取締役　河野　昭造

（株）澤海電気　　代表取締役　澤海　広一

（株）創和　　代表取締役　石住　義光

ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ（株）　　代表取締

ソシオフードサービス（株）　　代表取締役

（株）ソネット　　代表取締役　鈴木　政孝

ソフトバンク（株）　　代表取締役　今井　

（株）ソラスト　立川支社　支社長　中篠迫

ポンプ　　情報・通信　　電気製

ポンプ　　建物管理　　その他

書籍・出版物　　情報・通信　　

イベント企画等　　リース　　看

印刷・製本

看板・プレート　　その他

調査・研究　　水処理　　その他

警備　　医療器具　　ポンプ

書籍・出版物　　印刷・製本　　

電気製品

ポンプ

清掃　　その他

電気製品

その他　　鉄工・板金

その他　　情報・通信　　リース

給食

調理機器　　燃料

情報・通信　　リース　　電気製

医療事務　　情報・通信　　その

セントラルテクノ

セントラルホウサイ

センリン

ソウク

ソウコインサツ

ソウコウ

ソウコウカンキヨウフンセキ

ソウコウケイヒホシヨウ

ソウコウコウコクタイリテン

ソウコウテンセツ

ソウコウホウサイセツヒ

ソウヒシヤ

ソウミテンキ

ソウワ

ソシオフユーチヤー

ソシオフートサーヒス

ソネツト

ソフトハンク

ソラスト

0004000500

0000021476

0000021366

0004002914

0004000601

0004002842

0004000299

0003021638

0004002441

0004002444

0003021477

0004000052

0004001735

0004000552

0004002514

0004002504

0000021427

0004001212

0000022004

市内

市内

営業所

市内

県内

市内

県内

営業所

市内

市内

市内

県内

市内

県外

県外

県外

市内

県外

県外

上　正仁

　繁紀

　敬祐

ンター長　金丸　康彦

岡　司多

達雄

能久

郎

役社長執行役員　菅原　彰彦

　大隈　太嘉志

康之

　隆之

アイキヤン

品

調査・研究

板・プレート

情報・通信

品

他
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  42 87頁

令和０５年度

ソリマチ（株）　　代表取締役　反町　秀樹

損害保険ジャパン（株）　山梨支店甲府支社

（株）ソーシャルアーツコンサルティング　

（株）ソートマン山梨　　代表取締役　大澤

第一医科（株）　　代表取締役社長　林　正

第一環境（株）　　代表取締役社長　岡地　

（株）第一興商　山梨支店　支店長　相原　

（株）第一テクノ　　代表取締役社長　向井

第一物産（株）　　代表取締役　雨宮　正明

第一法規（株）　　代表取締役社長　田中　

第一防災設備工業（株）　　代表取締役　丸

大栄環境（株）　　代表取締役　金子　文雄

大栄設備（株）　　代表取締役　望月　愼太

（株）タイキ　　代表取締役　田村　定雄

（株）大輝　山梨支店　支店長　嶋寺　武史

大協印刷　　代表　小林　庄一

（有）大興商事　　代表取締役　小池　昌一

大興電子通信（株）　　代表取締役　松山　

（株）大黒屋　　代表取締役　笹本　聡

事務用品　　情報・通信

保険

調査・研究　　その他

水処理　　清掃　　その他

医療器具

その他　　情報・通信　　計量・

その他　　電気製品　　リース

ポンプ　　自動車　　その他

建設資材・木材　　鉄工・板金　

書籍・出版物　　情報・通信　　

ポンプ　　建物管理　　その他

廃棄物処理　　その他　　廃品

建物管理

イベント企画等　　リース　　シ

情報・通信　　調査・研究　　印

印刷・製本

廃棄物処理　　水処理

情報・通信　　事務用品　　リー

衣料　　ゴム・ビニール

ソリマチ

ソンカイホケンシヤハン

ソーシヤルアーツコンサルテ

ソートマンヤマナシ

タイイチイカ

タイイチカンキヨウ

タイイチコウシヨウ

タイイチテクノ

タイイチフツサン

タイイチホウキ

タイイチホウサイセツヒコウ

タイエイカンキヨウ

タイエイセツヒ

タイキ

タイキ

タイキヨウインサツ

タイコウシヨウシ

タイコウテンシツウシン

タイコクヤ

0000032144

0004002113

0004002204

0000021996

0004002318

0004000170

0004001855

0004002870

0000021834

0000021116

0000021486

0004002117

0004000057

0004000095

0003016032

0000021086

0000024665

0000036088

0000030766

県外

営業所

県外

市内

県外

県外

営業所

県外

市内

県外

市内

県外

市内

県内

営業所

市内

市内

県外

市内

　甲府支社長　青木　文男

　代表取締役　北村　大治

　洋也

晃

雄一

恭雄

　善彦

英弥

山　初

郎

郎

晃一郎

インク

キヨウ

測量機器

　計量・測量機器

印刷・製本

ート

刷・製本

ス
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物品業者５０音順一覧表  43 87頁

令和０５年度

（株）大正オーディット　　代表取締役　千

大進自動車工業（有）　　代表取締役　齊藤

大新東（株）　甲府営業所　所長　田村　和

大成エンジニアリング（株）　　代表取締役

大成機工（株）　東京支店　支店長　下中　

（株）大成電気　　代表取締役　杉田　光司

大成プラスチック工業（株）　　代表取締役

（株）大仙　関東支社　支社長　小松　信幸

大日本コンサルタント（株）　山梨営業所　

タイヘイ（株）　　代表取締役社長　太田　

太平ビルサービス（株）　甲府支店　取締役

太平洋セメント（株）　環境事業部　執行役

（株）大丸金属　　代表取締役　林　省秀

タイムズ２４（株）　　代表取締役　西川　

（株）ダイヤメディカルネット　　代表取締

太洋エンジニアリング（株）　東京支社　支

太陽計測（株）　甲府営業所　所長　行川　

（株）太洋サービス　　代表取締役　鈴木　

大陽日酸（株）　関東支社　ガス営業部長　

その他

自動車　　自動車修理部品

自動車　　調理機器　　その他

その他

建設資材・木材

電気製品　　情報・通信　　建物

ゴム・ビニール　　シート　　そ

ガラス　　その他

調査・研究　　情報・通信　　イ

食糧品

清掃　　警備　　建物管理

廃棄物処理

廃棄物処理　　廃品

その他　　建物管理　　機械器具

その他　　医療器具

調査・研究

計量・測量機器　　水処理　　情

廃棄物処理

医療器具　　機械器具　　その他

タイシヨウオーテイツト

タイシンシトウシヤコウキヨ

タイシントウ

タイセイエンシニアリンク

タイセイキコウ

タイセイテンキ

タイセイフラスチツクコウキ

タイセン

タイニツホンコンサルタント

タイヘイ

タイヘイヒルサーヒス

タイヘイヨウセメント

タイマルキンソク

タイムスニシユウヨン

タイヤメテイカルネツト

タイヨウエンシニアリンク

タイヨウケイソク

タイヨウサーヒス

タイヨウニツサン

0004002812

0000028649

0000022137

0004000046

0004000066

0000021302

0004000104

0004002899

0004001468

0004002665

0000021667

0000021909

0004002829

0004001948

0004002006

0004002456

0003021351

0004001710

0004001301

県外

市内

営業所

県外

県外

市内

市内

県外

営業所

県外

営業所

県外

県内

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

葉　豊喜

　哲治

信

　岩﨑　信治

政之

　槇　眞人

所長　吉田　健二

健治郎

支店長　深澤　良

員　環境事業部長　別府　通智

光一

役　古川　恭士

社長　中野　晃治

修

裕司

泉　靖則

ウ

ヨウ

管理

の他

ベント企画等

報・通信
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令和０５年度

大和化成（株）　東京支店　支店長　木藤　

大和産業（株）　　代表取締役　岩瀬　豊美

（株）大和ビジネス　　代表取締役　富岡　

大和リース（株）　山梨営業所　所長　松本

高砂炉材工業（株）　　代表取締役　高橋　

高千穂産業（株）　　代表取締役　中尾　俊

（有）高野牛肉店　　代表取締役　高野　修

高野産業（株）　　代表取締役　高野　実

高橋工業（株）　　代表取締役社長　髙橋　

（株）高柳繊維　　代表取締役　高柳　勝人

タカヤマケミカル（株）　山梨営業所　副部

宝葬祭　　代表　深澤　充

タカラビルメン（株）　　代表取締役　中込

（有）宝防災設備　　代表取締役　飯島　覚

（有）滝企画　　代表取締役　滝　孝行

（株）タクト・マシン・サービス　　代表取

（株）宅配　　代表取締役　斜森　太郎

（株）匠メディカル　　代表取締役　渡辺　

（株）タケウチ印刷　　代表取締役　武内　

農工業薬品

イベント企画等　　リース　　看

印刷・製本

リース

その他

計量・測量機器

食糧品

廃棄物処理　　水処理　　その他

清掃　　建物管理　　警備

衣料

ゴム・ビニール　　計量・測量機

その他

その他

ポンプ　　建物管理　　その他

カップ　　看板・プレート　　記

事務用品　　情報・通信　　リー

その他

医療器具　　リース　　事務用品

印刷・製本

タイワカセイ

タイワサンキヨウ

タイワヒシネス

タイワリース

タカサコロサイコウキヨウ

タカチホサンキヨウ

タカノキユウニクテン

タカノサンキヨウ

タカハシコウキヨウ

タカヤナキセンイ

タカヤマケミカル

タカラソウサイ

タカラヒルメン

タカラホウサイセツヒ

タキキカク

タクトマシンサーヒス

タクハイ

タクミメテイカル

タケウチインサツ

0000034481

0004001021

0004002875

0000026824

0004001094

0004002207

0000021778

0004000313

0000021699

0000021244

0004002462

0004001852

0004002848

0000021478

0000022090

0004002806

0004000137

0004000487

0000021087

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

市内

県内

県外

県内

県内

市内

県外

市内

県外

県外

県外

県内

市内

晃

国洋

　俊治

一彰

彦

一

潤

長　千葉　幸男

　太郎

締役　田中　健太郎

哲也

裕重

板・プレート

器　　荒物・金物

念品

ス
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武田牛乳伊勢販売所　　代表　久保田　勉

（株）武田広告社　　代表取締役　平賀　新

武田食品（株）　　代表取締役社長　渡辺　

（有）武田武藤薬局　　代表取締役　武藤　

竹田屋　　代表　小林　正樹

（株）たけまる　　代表取締役　長谷部　理

（株）タケミ・コーポレーション　　代表取

（株）ダスキン山梨　　代表取締役　山口　

タツミエンジニアリング（株）　　代表取締

（株）タナアミスポーツ　　代表取締役　田

（有）田中楽器　　代表取締役　田中　金吾

（有）タナカタイヤサービス　　取締役　田

タニコー（株）　甲府営業所　所長　丹羽　

（株）タニタヘルスリンク　　代表取締役　

タマパック（株）　甲府工場　マネージャー

（株）田丸　　代表取締役　藤巻　一史

（株）タムコ　　代表取締役　川野　文夫

（株）タムラ　　代表取締役　田村　良久

（有）田村塗料店　　代表取締役　田村　始

食糧品

印刷・製本　　情報・通信　　看

給食

医薬品　　農工業薬品　　医療器

食糧品

印刷・製本　　看板・プレート　

建設資材・木材　　調査・研究　

リース　　清掃

電気製品　　情報・通信

スポーツ用品

楽器・ミシン

自動車修理部品

調理機器

医療器具　　計量・測量機器　　

その他　　ゴム・ビニール

廃棄物処理　　廃品　　荒物・金

その他

その他

塗料

タケタキユウニユウイセハン

タケタコウコクシヤ

タケタシヨクヒン

タケタムトウヤツキヨク

タケタヤ

タケマル

タケミコーホレーシヨン

タスキンヤマナシ

タツミエンシニアリンク

タナアミスホーツ

タナカカツキ

タナカタイヤサーヒス

タニコー

タニタヘルスリンク

タマハツク

タマル

タムコ

タムラ

タムラトリヨウテン

0004001361

0004001126

0000033137

0000021191

0004002667

0004000571

0004002866

0000021932

0004002146

0000021413

0000021394

0000032673

0004001087

0004001933

0004002668

0000031621

0004000359

0000036101

0000021192

市内

市内

市内

市内

市内

県内

県外

県内

市内

市内

市内

市内

県内

県外

営業所

県内

県外

県外

市内

也

玉彦

司

締役　廣瀨　丈巳

明夫

役　中澤　一浩

名網　高吉

中　一司

昭智

土志田　敬祐

　佐野　勉

ハイシヨ

板・プレート

具

　記念品

　その他

その他

物
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（株）丹澤電機　　代表取締役　丹沢　始

（株）丹青社　　代表取締役　高橋　貴志

（福）たんぽぽ康洋会　　理事長　板山　俊

（有）ターレット　　代表取締役　松野　繁

（株）地域環境計画　　代表取締役　髙塚　

（株）地域経営プロジェクト　　代表取締役

（株）地域計画センター　　代表取締役　山

（株）地域設計　　代表取締役　眞壁　一

（株）地域総合計画　関東事業所　所長　檀

（株）知識経営研究所　　代表取締役　笹井

地中エンジニアリング（株）　　代表取締役

千野建材（株）　　代表取締役　千野　進

（株）チャイルド社　　代表取締役　安東　

（株）中央エコテック　　代表取締役　田中

中央エレベーター工業（株）　　代表取締役

中央ＯＡサービス（株）　　代表取締役　石

中央開発（株）　東京支社　支社長　橋本　

（有）中央環境サービス　　取締役　滝口　

（株）中央クリエイト　東京支店　支店長　

情報・通信　　電気製品

家具　　イベント企画等　　情報

印刷・製本　　事務用品　　記念

事務用品　　家具　　廃棄物処理

調査・研究　　農業器具　　カメ

情報・通信

調査・研究

調査・研究　　印刷・製本　　看

調査・研究　　情報・通信

調査・研究　　情報・通信　　そ

調査・研究

建設資材・木材　　廃棄物処理

教材　　書籍・出版物　　衣料

廃棄物処理

建物管理

事務用品　　家具　　リース

調査・研究　　イベント企画等　

廃棄物処理

調査・研究

タンサワテンキ

タンセイシヤ

タンホホコウヨウカイ

ターレツト

チイキカンキヨウケイカク

チイキケイエイフロシエクト

チイキケイカクセンター

チイキセツケイ

チイキソウコウケイカク

チシキケイエイケンキユウシ

チチユウエンシニアリンク

チノケンサイ

チヤイルトシヤ

チユウオウエコテツク

チユウオウエレヘーターコウ

チユウオウオーエーサーヒス

チユウオウカイハツ

チユウオウカンキヨウサーヒ

チユウオウクリエイト

0000027240

0000022112

0004000583

0000034484

0004000060

0000022142

0004000086

0004000582

0004001121

0004000557

0004001065

0000021835

0000028792

0004001289

0000022113

0000021046

0004002132

0000032255

0004001799

市内

県外

市内

市内

県外

県外

県外

県内

県外

県外

県外

市内

市内

市内

県外

県内

県外

市内

県外

介

敏

　須崎　昌二

口　泰英

原　保夫

　幹夫

　光岡　宗德

智成

　勲

　福田　賢司

倉　丈二

和佳

郷樹

伊東　毅

ヨ

キヨウ

ス

・通信

品

ラ

板・プレート

の他

　水処理



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  47 87頁

令和０５年度

中央コンクリート工業（株）　　代表取締役

（株）中央ジオマチックス　静岡営業所　所

中央森林組合　　代表理事組合長　米山　敏

（株）中央設計技術研究所　山梨事務所　所

中央造園土木（株）　　代表取締役　今村　

中央電気（株）　　代表取締役社長　藤本　

中央復建コンサルタンツ（株）　東京本社　

中外テクノス（株）　山梨営業所　所長　佐

中小企業診断士・社会保険労務士　鈴木総合

（福）忠恕会　山梨クリナース酒折　施設長

（株）中部　　代表取締役　名執　文雄

（株）中部環境開発　　代表取締役　太田　

（株）徴古堂　　代表取締役　東浦　澄夫

（株）チヨダ　本店　本店長　清水　孝太

（株）千代田　甲府営業所　所長　雨宮　喜

（株）千代田テクノル　　代表取締役　井上

（株）通電技術　　代表取締役　楠美　宗城

月島機械（株）　水環境事業本部東京支社　

月島テクノメンテサービス（株）　東京支社

建設資材・木材　　その他

印刷・製本　　情報・通信　　看

種苗・造園　　建設資材・木材　

情報・通信　　調査・研究

種苗・造園　　生花　　清掃

電気製品

イベント企画等　　調査・研究

調査・研究　　情報・通信　　そ

その他

事務用品

運送業務　　廃棄物処理

廃棄物処理

書籍・出版物　　情報・通信　　

その他

医薬品　　医療器具

機械器具　　医療器具　　その他

情報・通信　　建物管理

機械器具　　ポンプ　　水処理

その他

チユウオウコンクリートコウ

チユウオウシオマチツクス

チユウオウシンリンクミアイ

チユウオウセツケイキシユツ

チユウオウソウエントホク

チユウオウテンキ

チユウオウフツケンコンサル

チユウカイテクノス

チユウシヨウキキヨウシンタ

チユウシヨカイ

チユウフ

チユウフカンキヨウカイハツ

チヨウコトウ

チヨタ

チヨタ

チヨタテクノル

ツウテンキシユツ

ツキシマキカイ

ツキシマテクノメンテサーヒ

0000022041

0000021120

0000023097

0004002141

0004001236

0004002445

0004001048

0000022124

0004002669

0000022398

0004000569

0000025633

0000021367

0004001741

0000021203

0000021469

0004002479

0004001627

0000021914

県内

県外

市内

営業所

市内

市内

県外

営業所

市内

営業所

県内

市内

市内

県外

県内

県外

県外

県外

県外

　宮崎　秀樹

長　戸田　幸司

彦

長　青野　裕法

尚人

正文

常務取締役本社長　澤野　嘉延

藤　英樹

事務所　代表　鈴木　信貴

　戸澤　義春

道夫

久

　任

支社長　大木　秀昭

東日本営業部　部長　末吉　和哉

キヨウ

ケンキユウシヨ

タンツ

ンシシヤカイホケンロウムシ

ス

板・プレート

　その他

の他

教材
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辻川スポーツ　　代表　辻川　賢治

辻緑化土木（株）　　代表取締役　辻　宏幸

（株）ツヅキ通信特機　　代表取締役　本田

都築電気（株）　東京オフィス　東日本ソリ

（株）津々美造園　　代表取締役　堤　明伸

角田食料品店　　代表　角田　紀昭

鶴田電気（株）　　代表取締役社長　鶴田　

（株）ティエスジー　　代表取締役　田尻　

（株）ＴＫＣ　　代表取締役社長　飯塚　真

帝國纎維（株）　　取締役社長　桝谷　徹

（株）帝国データバンク　甲府支店　支店長

（株）デイ・シイ　環境事業部　取締役執行

帝人エコ・サイエンス（株）　　代表取締役

帝人ヘルスケア（株）　　代表取締役　藤川

（株）デイリー・インフォメーション　　代

ＤｅＳＣヘルスケア（株）　　代表取締役　

ＴＳＰ太陽（株）　　代表取締役社長　池澤

（税）ＴＭＳ　練馬事務所　代表社員　細田

ティーエーシー武田消毒（株）　　代表取締

スポーツ用品　　教材

種苗・造園

情報・通信　　電気製品　　建物

情報・通信　　リース　　電気製

種苗・造園

食糧品

電気製品　　カメラ

建物管理　　計量・測量機器　　

情報・通信　　事務用品

自動車

調査・研究　　その他　　情報・

廃棄物処理

水処理　　調査・研究

医療器具

印刷・製本　　情報・通信　　書

情報・通信　　イベント企画等　

イベント企画等　　リース　　看

その他　　調査・研究

清掃

ツシカワスホーツ

ツシリヨツカトホク

ツツキツウシントツキ

ツツキテンキ

ツツミソウエン

ツノタシヨクリヨウヒンテン

ツルタテンキ

テイエスシー

テイケイシイ

テイコクセンイ

テイコクテータハンク

テイシイ

テイシンエコサイエンス

テイシンヘルスケア

テイリーインフオメーシヨン

テイーエスシーヘルスケア

テイーエスヒータイヨウ

テイーエムエス

テイーエーシータケタシヨウ

0000021414

0000021714

0000021304

0004000031

0000021715

0000032719

0000021305

0004000039

0004001952

0004001766

0000026847

0004002816

0004002164

0000021462

0004002820

0004002862

0003030527

0004002670

0000021669

市内

市内

市内

県外

市内

市内

市内

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

市内

　茂之

ューション　営業統括部第一営業部長　平岡

哲嗣郎

澄夫

規

　岩渕　勝成

役員部長　山下　政志

社長　塚野　和夫

　佳久

表取締役　石川　和則

瀬川　翔

　嘉悟

　幸夫

役　中村　猛志トク

管理

品

機械器具

通信

籍・出版物

　調査・研究

板・プレート
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ＴＫ・Ｎｅｘｕｓ（株）　甲府営業所　取締

ティーペック（株）　　代表取締役　鼠家　

ティーメディクス（株）　　代表取締役　藤

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）　山梨支店

（株）テクアノーツ　中部事業所　中部事業

テクト（株）　　代表取締役　宮下　崇

（株）テクノプラニング　甲信支店　支店長

（株）テクノライフ　　代表取締役　菊嶋　

（株）テクノ菱和　甲府営業所　所長　庄司

（株）デジタルアライアンス　　代表取締役

（株）デジタルデビジョン　　代表取締役社

テスコ（株）　　代表取締役　髙橋　久治

（株）ＤＥＰＯＴ　　代表取締役　金山　史

デュプロ（株）　山梨営業所　所長　伊藤　

寺井木材（株）　　代表取締役　寺井　英仁

テルウェル東日本（株）　山梨支店　支店長

（株）テレビ山梨　　代表取締役社長　原田

（株）天一サービス　　代表取締役　天野　

（株）電化プラザあいかわ　　代表取締役　

情報・通信　　事務用品　　電気

その他　　調査・研究

リース　　医療器具　　医薬品

イベント企画等　　運送業務　　

水処理　　清掃　　機械器具

情報・通信　　電気製品　　事務

その他　　リース

清掃　　水処理

建物管理　　水処理

情報・通信　　調査・研究　　建

印刷・製本　　カップ　　看板・

その他

イベント企画等　　看板・プレー

事務用品

建設資材・木材

事務用品　　清掃　　運送業務

イベント企画等　　その他

廃棄物処理　　水処理　　建物管

電気製品　　調理機器

テイーケーネクサス

テイーヘツク

テイーメテイクス

テイーライフハートナース

テクアノーツ

テクト

テクノフラニンク

テクノライフ

テクノリヨウワ

テシタルアライアンス

テシタルテヒシヨン

テスコ

テホ

テユフロ

テライモクサイ

テルウエルヒカシニホン

テレヒヤマナシ

テンイチサーヒス

テンカフラサアイカワ

0004002671

0004000506

0004001756

0004001861

0003028832

0000021320

0004001415

0000021670

0004002111

0000036234

0004002883

0000021694

0004002442

0004001982

0000030808

0004000171

0000021963

0000021671

0004000049

営業所

県外

県外

県内

県外

県内

県内

市内

営業所

市内

市内

県外

市内

営業所

市内

営業所

市内

市内

市内

役　小池　崇寛

和彦

井　啓祐

　支店長　舟窪　章二

所長　舟木　直純

　畑川　隆司

由美子

　一也

　鈴木　新一

長　野口　英一

織

直哉

　二宮　章

　由起彦

嘉人

相川　浩二

製品

その他

用品

物管理

プレート

ト　　調査・研究

理
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電気興業（株）　中央営業部　中央営業部長

天久ビル管理（株）　　代表取締役　折笠　

電業社工事（株）　　代表取締役　坂本　浩

（株）電算　　代表取締役社長　轟　一太

（株）電算システム　ＥＣソリューション事

（株）データベース　甲府営業所　営業所長

（株）データホライゾン　　代表取締役　内

東海エンジニアリング（株）　　代表取締役

東海技研（株）　　代表取締役　中島　敦

東海体育指導（株）　相模原支店　支店長　

東海リース（株）　横浜支店　支店長　乕田

東ガス管興（株）　　代表取締役　志村　良

東急不動産（株）　　代表取締役　岡田　正

東京インタープレイ（株）　　代表取締役　

東京ガスエンジニアリングソリューションズ

東京ガス山梨（株）　　代表取締役　五領田

東京ガスリース（株）　　代表取締役　吉田

（株）東京建設コンサルタント　山梨事務所

東京ケータリング（株）　　代表取締役　鈴

その他

清掃　　廃棄物処理　　建物管理

その他　　機械器具

情報・通信

その他

水処理　　農工業薬品

調査・研究　　その他　　情報・

ポンプ

機械器具　　その他

警備　　イベント企画等　　その

リース

燃料

その他

情報・通信

情報・通信　　リース

燃料　　調理機器　　建物管理

リース

調査・研究　　情報・通信　　イ

給食

テンキコウキヨウ

テンキユウヒルカンリ

テンキヨウシヤコウシ

テンサン

テンサンシステム

テータヘース

テータホライソン

トウカイエンシニアリンク

トウカイキケン

トウカイタイイクシトウ

トウカイリース

トウカスカンコウ

トウキユウフトウサン

トウキヨウインターフレイ

トウキヨウカスエンシニアリ

トウキヨウカスヤマナシ

トウキヨウカスリース

トウキヨウケンセツコンサル

トウキヨウケータリンク

0004001734

0000028809

0004001228

0000032890

0004001847

0000022111

0004001420

0004002118

0004002301

0000026882

0000021940

0000021160

0004002857

0004002325

0004002322

0000021156

0004002488

0004000114

0004002672

県外

県内

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

市内

県外

県外

県外

市内

県外

営業所

県外

　石出　琢郎

浩二

業本部　取締役執行役員事業部長　辻本　治

　氏家　哲人

海　良夫

　髙田　信二

小林　康之

　俊治

雄

志

米田　英輝

　（株）　代表取締役　小西　康弘

　周司

　修一

　所長　池谷　和樹

木　隆文

ンクソリユーシヨンス

タント

通信

他

ベント企画等
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（株）東京航業研究所　　代表取締役　中本

東京コンピュータサービス（株）　甲府支店

（株）東京商工リサーチ　甲府支店　支店長

東京水道（株）　　代表取締役　野田　数

（株）東京設計事務所　東京支社　執行役員

東京センチュリー（株）　首都圏営業第三部

東京テクニカル・サービス（株）　　代表取

（株）東京電機　　代表取締役　塩谷　智彦

東京電機機器サービス（株）　　代表取締役

東京電設サービス（株）　山梨センター　所

東京電力エナジーパートナー（株）　　代表

東京トリムテック（株）　　代表取締役　最

（株）東京法規出版　　代表取締役　田中　

東京法令出版（株）　　代表取締役　星沢　

東京北研（株）　山梨営業所　所長　甲斐　

（株）東京リーガルマインド　　代表取締役

（株）東計電算　　代表取締役　甲田　英毅

東興産業（株）　東京営業所　所長　栗原　

（株）東甲社　　代表取締役　石水　豊

その他

情報・通信　　事務用品　　電気

書籍・出版物　　情報・通信

リース　　調査・研究　　その他

調査・研究　　情報・通信

リース

調査・研究

機械器具　　建物管理

建物管理

建物管理　　その他

電力　　燃料

廃棄物処理

書籍・出版物　　記念品　　その

印刷・製本　　書籍・出版物　　

水処理

その他　　イベント企画等　　調

情報・通信　　その他

農業器具　　自動車　　機械器具

印刷・製本

トウキヨウコウキヨウケンキ

トウキヨウコンヒユータサー

トウキヨウシヨウコウリサー

トウキヨウスイトウ

トウキヨウセツケイシムシヨ

トウキヨウセンチユリー

トウキヨウテクニカルサーヒ

トウキヨウテンキ

トウキヨウテンキキキサーヒ

トウキヨウテンセツサーヒス

トウキヨウテンリヨクエナシ

トウキヨウトリムテツク

トウキヨウホウキシユツハン

トウキヨウホウレイシユツハ

トウキヨウホツケン

トウキヨウリーカルマイント

トウケイテンサン

トウコウサンキヨウ

トウコウシヤ

0003016348

0003030561

0004000859

0004002317

0004002166

0000021946

0000022051

0004000503

0004002313

0004002154

0000022668

0004002277

0000021382

0000021379

0004001295

0000026885

0000034442

0000021549

0000021089

県外

営業所

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県内

県外

県外

県外

市内

　直士

　支店長　北村　克哉

　成田　圭一

支社長　村上　和浩

　首都圏営業第三部長　阿左美　昌史

締役　吉池　航

　塩谷　智彦

長　藤原　敏彦

取締役　秋本　展秀

上　修

義紀

卓也

昭人

　反町　雄彦

康哲

ユウシヨ

ヒス

チ

ス

ス

ーハートナー

ン

製品

他

調査・研究

査・研究
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（株）東光高岳　本社　電力プラント事業本

東西化学産業（株）　静岡営業所　所長　永

東芝インフラシステムズ（株）　関東水・環

東芝エレベータ（株）　西東京支店　支店長

東芝通信インフラシステムズ（株）　　代表

東芝デジタルソリューションズ（株）　官公

東芝ライテック（株）　首都圏営業部　部長

（有）銅信　　代表取締役　鈴木　重人

東電タウンプランニング（株）　山梨総支社

東電用地（株）　山梨支社　支社長　熊澤　

（株）東日甲府　甲府支店　課長　赤澤　達

東八商事（有）　　取締役　深田　斉

東八防災（株）　甲府支店　支店長　宮本　

東部倉惣茶店　　代表　三枝　良三

東武トップツアーズ（株）　甲府支店　支店

東邦薬品（株）　山梨営業部　営業部長　石

（株）東ポン商会　　代表取締役　鈴木　章

（株）東洋アクアテック　　代表取締役　緒

東洋計器（株）　松本営業所　所長　鳥羽　

建物管理　　自動車修理部品

水処理　　医療器具

水処理　　建物管理　　情報・通

建物管理

情報・通信　　カメラ　　建物管

情報・通信

電気製品　　情報・通信

調理機器　　建物管理

看板・プレート　　情報・通信　

その他　　調査・研究

廃品

廃棄物処理　　水処理　　廃品

ポンプ　　建物管理　　その他

お茶・セトモノ

イベント企画等　　運送業務　　

医薬品　　医療器具

ポンプ　　衣料　　その他

ポンプ

計量・測量機器　　情報・通信　

トウコウタカオカ

トウサイカカクサンキヨウ

トウシハインフラシステムス

トウシハエレヘータ

トウシハツウシンインフラシ

トウシハテシタルソリユーシ

トウシハライテツク

トウシン

トウテンタウンフランニンク

トウテンヨウチ

トウニチコウフ

トウハチシヨウシ

トウハチホウサイ

トウフクラソウチヤテン

トウフトツフツアース

トウホウヤクヒン

トウホンシヨウカイ

トウヨウアクアテツク

トウヨウケイキ

0004001484

0000021908

0004001955

0000021702

0004001226

0004000802

0000021357

0000021429

0000021998

0004002511

0004001751

0000032634

0000030791

0000021728

0004000858

0000021193

0000021479

0004002482

0004000093

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

市内

営業所

県内

営業所

県内

営業所

市内

営業所

営業所

市内

県外

県外

部社会インフラ営業部長　杉村　勲

井　智

境システム営業部　関東水・環境システム営

　大野　雅隆

取締役社長　近藤　浩太郎

営業第三部　部長　大場　豊秋

　久保　和広

　山梨総支社長　赤司　賢一

穣

也

雄一

長　津野田　孝志

下　拓也

方　哲也

一彦

ステムス

ヨンス

信

理

　調査・研究

調査・研究

　電気製品
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（株）東洋食品　　代表取締役　荻久保　英

（株）東洋設計事務所　山梨出張所　所長　

東洋物産（株）　　代表取締役社長　武井　

東洋レーベル（株）　　代表取締役　加藤　

（株）道路企画　　代表取締役　秋山　秀夫

（株）トウワ　　代表取締役社長　藤原　正

東和コンサルタント（株）　長野営業所　所

（有）東和プリント社　　代表取締役社長　

東和薬品（株）　甲府営業所　所長　秋田　

トキコシステムソリューションズ（株）　甲

（株）都市環境計画研究所　　代表取締役　

都市環境整美（株）　甲府支店　甲府支店長

（株）図書館流通センター　　代表取締役　

栃木ハイトラスト（株）　　代表取締役　長

凸版印刷（株）　中部事業部　松本営業所　

トッパン・フォームズ（株）　管理本部　本

（有）土橋商店　　代表取締役　土橋　千昭

トビアス情報機器（株）　　代表取締役　細

（株）トミオカテニス　　代表取締役　富岡

給食

情報・通信　　調査・研究　　リ

荒物・金物　　医薬品　　ポンプ

印刷・製本

看板・プレート　　建設資材・木

その他　　イベント企画等　　看

調査・研究

印刷・製本

医薬品

建物管理

調査・研究

建物管理　　警備　　調査・研究

書籍・出版物　　情報・通信　　

廃棄物処理

印刷・製本　　情報・通信　　イ

印刷・製本　　事務用品　　その

廃品　　廃棄物処理

事務用品　　電気製品　　リース

スポーツ用品　　カップ　　シー

トウヨウシヨクヒン

トウヨウセツケイシムシヨ

トウヨウフツサン

トウヨウレーヘル

トウロキカク

トウワ

トウワコンサルタント

トウワフリントシヤ

トウワヤクヒン

トキコシステムソリユーシヨ

トシカンキヨウケイカクケン

トシカンキヨウセイヒ

トシヨカンリユウツウセンタ

トチキハイトラスト

トツハンインサツ

トツハンフオームス

トハシシヨウテン

トヒアスシヨウホウキキ

トミオカテニス

0000021818

0004002106

0004002443

0000021090

0000021836

0004002521

0004001271

0000021091

0004001053

0000000617

0004001225

0004002907

0000021383

0004002469

0000021128

0004001242

0000034432

0000036074

0000021416

県外

県内

市内

市内

市内

市内

県外

市内

県内

営業所

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県内

県内

市内

男

森田　剛

大輔

武

彦

長　東山　良治

樋貝　浩久

亮

府営業所　所長　海川　豊

大竹　直子

　枝野　文彦

谷一　文子

野　榮夫

所長　服部　久志

部長　船井　敏子

田　和宏

　信也

ンス

キユウシヨ

ー

ース

材　　その他

板・プレート

その他

ベント企画等

他

ト



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  54 87頁

令和０５年度

（株）トミス　　代表取締役　戸簾　俊久

トモヱ（株）　　代表取締役　塩澤　聖一郎

巴工業（株）　機械本部　取締役常務執行役

トヨタエルアンドエフ山梨（株）　　代表取

豊田興産（株）　　代表取締役　勝山　正美

（株）トヨタレンタリース山梨　　代表取締

（株）トライグループ　　代表取締役　山田

トランス・コスモス（株）　　代表取締役共

（株）トリアド工房　　代表取締役　伊藤　

（有）トリオ印刷　　代表取締役　若林　祐

（株）鳥林　　代表取締役　荻野　雅彦

（株）ドリームホップ　　代表取締役　岡座

トレンドデザイン（株）　本店営業企画部　

（株）トーカイ　横浜支店　支店長　杉山　

（株）トーケミ　東部支店　東部支店長　細

トースイ（株）　　代表取締役　柴田　達夫

（株）トータルメディア開発研究所　　代表

トーテックアメニティ（株）　　代表取締役

有限責任監査法人トーマツ　　包括代表　大

鉄工・板金　　その他

燃料　　自動車修理部品

機械器具

機械器具　　自動車　　リース

廃棄物処理

リース

その他　　イベント企画等　　教

その他　　情報・通信　　調査・

その他　　イベント企画等

印刷・製本

食糧品

その他

調査・研究　　水処理

リース　　寝具　　衣料

水処理　　農工業薬品　　調査・

水処理　　その他

その他　　調査・研究　　イベン

情報・通信　　事務用品　　その

その他　　調査・研究　　情報・

トミス

トモエ

トモエコウキヨウ

トヨタエルアントエフヤマナ

トヨタコウサン

トヨタレンタリースヤマナシ

トライクルーフ

トランスコスモス

トリアトコウホウ

トリオインサツ

トリリン

トリームホツフ

トレントテサイン

トーカイ

トーケミ

トースイ

トータルメテイアカイハツケ

トーテツクアメニテイ

トーマツ

0000021856

0000021161

0000036093

0004000315

0004001156

0000021530

0004002512

0004002673

0000022127

0000021093

0000023245

0004002210

0004002674

0004002489

0004000324

0003013125

0004001604

0004000813

0000036964

県外

市内

県外

県内

県外

市内

県外

県外

県外

市内

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

員機械本部長　篠田　彰鎭

締役社長　有井　昇

役　佐々木　宏明

　善久

同社長　石見　浩一

民郎

斗

　守

部長　吉成　香

正浩

川　太郎

取締役　山村　健一郎

　坂井　幸治

久保　孝一

シ

ンキユウシヨ

材

研究

研究

ト企画等

他

通信
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トーヨークリエイト（株）　山梨北支店　支

（株）トーレイ　　代表取締役　早川　徳仁

（株）ドーン　　代表取締役　宮崎　正伸

（株）内外　　代表取締役　市川　正仁

内外地図（株）　　代表取締役　五本木　秀

（株）内藤　　代表取締役　内藤　久夫

内藤楽器（株）　　代表取締役社長　内藤　

内藤商店　　代表　内藤　勲

（株）内藤ハウス　　代表取締役　内藤　篤

（有）中栄商店　　代表取締役　石田　高徳

（株）長崎イシガキ　本社　　　取締役　北

（株）中沢燃料　　代表取締役　中沢　久

長島鋳物（株）　　代表取締役　長島　博高

中島電気管理事務所　　代表　中島　真

ナカシャクリエイテブ（株）　東京支店　支

長田広告（株）　　代表取締役　長田　一郎

中楯電気（株）　　代表取締役　中楯　雄士

（株）中通　甲府営業所　所長　中村　東洋

中日本航空（株）　静岡支店　支店長　山川

農工業薬品　　建設資材・木材　

調理機器　　鉄工・板金

情報・通信　　リース

看板・プレート　　建物管理

印刷・製本　　情報・通信　　書

事務用品　　ポンプ

楽器・ミシン　　教材　　電気製

食糧品

リース

食糧品

水処理　　機械器具　　農工業薬

燃料　　電気製品

鉄工・板金　　建設資材・木材　

建物管理

情報・通信　　イベント企画等　

看板・プレート　　リース　　そ

情報・通信　　電気製品　　リー

イベント企画等　　調査・研究　

運送業務　　情報・通信　　調査

トーヨークリエイト

トーレイ

トーン

ナイカイ

ナイカイチス

ナイトウ

ナイトウカツキ

ナイトウシヨウテン

ナイトウハウス

ナカエイシヨウテン

ナカサキイシカキ

ナカサワネンリヨウ

ナカシマイモノ

ナカシマテンキカンリシムシ

ナカシヤクリエイテフ

ナカタコウコク

ナカタテテンキ

ナカツウ

ナカニホンコウクウ

0000021194

0000021430

0004001058

0000022002

0000021121

0004002457

0000021396

0004002338

0000021938

0004002676

0004002868

0000021162

0000021867

0000030838

0004002675

0004000473

0004000133

0000021964

0000021630

県内

市内

県外

市内

県外

県内

市内

市内

県内

市内

県外

市内

県外

市内

県外

県外

市内

営業所

県外

店長　小林　大介

昭

貴氏

村　雄二

店長　淺井　隆生

雄

　大介

ヨ

　水処理

籍・出版物

品

品

　ポンプ

　調査・研究

の他

ス

　リース

・研究
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ナカノ（株）　山梨営業所　所長　上條　力

（株）ナカノアイシステム　東京支店　支店

長野ポンプ（株）　東京営業所　所長　藤井

（株）中野モータース　　代表取締役　中野

ナカバヤシ（株）　東京本社　本社長　淡路

（一社）中道農産物加工直売組合　　代表理

（株）中村建設　甲府営業所　所長　中村　

（株）ナカムラ消防化学　東京営業所　所長

（有）中村ポンプ工作所　　代表取締役　中

（有）ナカヤマ電気　　代表取締役　中山　

中山ユニホーム　　代表　中山　幸男

（株）中芳電気　　代表取締役　中村　芳文

（株）ナガワ　甲府営業所　営業所長　高橋

ナブコシステム（株）　甲府支店　支店長　

鍋林（株）　甲府営業所　所長　伊藤　友晃

（株）南信サービス　　代表取締役　竹村　

（有）南西工業所　　代表取締役　五味　浩

（株）ナンヨートレイディング　　代表取締

ニコデザイン　　代表　小林　ゆかり

ゴム・ビニール　　衣料　　荒物

情報・通信　　リース　　その他

自動車　　ポンプ

自動車修理部品　　自動車

その他　　情報・通信　　印刷・

食糧品

建設資材・木材

自動車　　ポンプ　　衣料

ポンプ　　自動車　　建物管理

電気製品　　情報・通信　　調理

衣料

電気製品　　ポンプ

リース　　建物管理

建物管理

医薬品　　農工業薬品　　医療器

廃棄物処理　　水処理

ポンプ

ポンプ　　その他

記念品　　印刷・製本　　衣料

ナカノ

ナカノアイシステム

ナカノホンフ

ナカノモータース

ナカハヤシ

ナカミチノウサンフツカコウ

ナカムラケンセツ

ナカムラシヨウホウカカク

ナカムラホンフコウサクシヨ

ナカヤマテンキ

ナカヤマユニホーム

ナカヨシテンキ

ナカワ

ナフコシステム

ナヘリン

ナンシンサーヒス

ナンセイコウキヨウシヨ

ナンヨートレイテインク

ニコテサイン

0004001445

0000034476

0004000444

0000024393

0000021133

0000032802

0000021837

0000034414

0000021480

0000021309

0000021246

0004001362

0000032928

0000023417

0000021196

0004002487

0004001459

0000021492

0004002818

県内

県外

県外

市内

県外

市内

営業所

県外

市内

市内

市内

市内

営業所

営業所

営業所

県外

市内

県外

市内

也

長　渡辺　努

　利男

　洋美

　克浩

事　山崎　光昌

国男

　家元　昭

村　巳春

勉

　浩

石綿　秀和

博文

二

役　蜂谷　忠正

チヨクハイクミアイ

・金物

製本

機器

具
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（株）西井電設　　代表取締役　西井　芳信

西川計測（株）　　代表取締役　田中　勝彦

（有）西川自動車工業　　代表取締役　西川

西関東機材（株）　山梨営業所　所長　国京

西多摩運送（株）　　代表取締役　千原　武

西東京観光バス（株）　　代表取締役　保坂

（株）ニシノ建設管理　　代表取締役　西野

（株）西原環境　東京・東北支店　支店長　

（株）ニチイ学館　　代表取締役　森　信介

（株）日医リース　　代表取締役　野﨑　進

（有）日栄運輸　　取締役　田邉　勝

日化メンテナンス（株）　山梨営業所　所長

（株）ニック　東京支店　支店長　竹原　達

（株）日建　　代表取締役　雨宮　誠

（株）日建技術コンサルタント　東京本社　

（株）日建設計総合研究所　　代表取締役　

日建リース工業（株）　甲府支店　支店長　

日興事務機（有）　　代表取締役　花輪　武

（株）ニッコク　長野営業所　所長　森　勝

情報・通信

機械器具

自動車　　自動車修理部品　　廃

その他　　調理機器　　ポンプ

運送業務　　廃棄物処理　　警備

その他

警備

水処理　　廃棄物処理　　農工業

医療事務　　調査・研究　　その

リース

廃棄物処理

水処理　　ポンプ　　電気製品

事務用品　　情報・通信　　リー

機械器具　　農業器具　　自動車

水処理　　情報・通信　　調査・

調査・研究

リース　　医療器具　　建設資材

事務用品　　電気製品　　情報・

計量・測量機器

ニシイテンセツ

ニシカワケイソク

ニシカワシトウシヤコウキヨ

ニシカントウキサイ

ニシタマウンソウ

ニシトウキヨウカンコウハス

ニシノケンセツカンリ

ニシハラカンキヨウ

ニチイカツカン

ニチイリース

ニチエイウンユ

ニツカメンテナンス

ニツク

ニツケン

ニツケンキシユツコンサルタ

ニツケンセツケイソウコウケ

ニツケンリースコウキヨウ

ニツコウシムキ

ニツコク

0004002863

0000021514

0000021578

0004002021

0000021972

0000025351

0004002144

0000026810

0000022099

0004002677

0004000367

0000021910

0000031321

0000032751

0004000559

0004001807

0004000355

0000021027

0004000043

県内

県外

市内

県内

県外

市内

県内

県外

県外

県外

県内

営業所

県外

県内

県外

県外

県内

市内

県外

　明子

　司

美

　潤

　和仁

柴田　悟

　宮澤　均

也

取締役本社長　木村　邦久

朝倉　博樹

野坂　靖

彦

也

ウ

ント

ンキユウシヨ

品

薬品

他

ス

研究

・木材

通信
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（株）ニッコクトラスト　　代表取締役　若

日産プリンス山梨販売（株）　　代表取締役

日昇総合設備（株）　　代表取締役　細田　

日清医療食品（株）　中部支店　支店長　平

日新印章　　代表　横森　健志

（株）日新商会　　代表取締役　保坂　一仁

（株）日新厨房企画　甲府支店　甲府支店長

（株）日水コン　山梨事務所　所長　天野　

日水産業（株）　　代表取締役　黒田　和久

日星（株）　　代表取締役　近野　浩士

日成ビルド工業（株）　甲府営業所　所長　

日通リース＆ファイナンス（株）　甲府営業

（株）日展　東京支店　支店長　福岡　功

日東金属（株）　　代表取締役　石川　俊幸

日東建設（株）　　代表取締役　樋口　明男

日東物産（株）　甲府営業所　代表取締役　

日徳産業（有）　　代表取締役　内田　貴典

日都産業（株）　　代表取締役　山中　慎吾

日本オーチス・エレベータ（株）　東日本支

給食

自動車　　自動車修理部品

建物管理　　水処理

給食

事務用品

荒物・金物　　ゴム・ビニール　

調理機器　　荒物・金物　　衣料

情報・通信　　調査・研究　　そ

建設資材・木材　　水処理　　調

建物管理　　ポンプ　　その他

リース

リース

イベント企画等　　調査・研究　

廃品　　廃棄物処理

建設資材・木材

燃料　　調理機器　　医薬品

廃棄物処理

教材　　その他

建物管理

ニツコクトラスト

ニツサンフリンスヤマナシハ

ニツシヨウソウコウセツヒ

ニツシンイリヨウシヨクヒン

ニツシンインシヨウ

ニツシンシヨウカイ

ニツシンチユウホウキカク

ニツスイコン

ニツスイサンキヨウ

ニツセイ

ニツセイヒルトコウキヨウ

ニツツウリースアントフアイ

ニツテン

ニツトウキンソク

ニツトウケンセツ

ニツトウフツサン

ニツトクサンキヨウ

ニツトサンキヨウ

ニツホンオーチスエレヘータ

0000030869

0000021531

0004001466

0000028814

0000021028

0004002459

0000021431

0000022083

0004000162

0000021481

0000021933

0004002529

0004000094

0003021929

0004001595

0003021163

0000021906

0004001975

0003014782

県外

市内

市内

県外

市内

県内

営業所

営業所

県外

市内

営業所

営業所

県外

市内

市内

営業所

県外

県外

県外

生　喜晴

社長　野田　文久

安孝

井　信也

　内田　誠一

正秋

　　島田　重晴

所　所長　宮下　晃

河内　信明

社　支社長　馬越　直仁

ンハイ

ナンス

　農工業薬品

の他

査・研究

　その他
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日本貨物鉄道（株）　鉄道ロジスティクス本

日本カルミック（株）　　代表取締役　髙居

日本カーソリューションズ（株）　甲府営業

日本キャタピラー（同）　山梨営業所　山梨

日本コムシス（株）　社会基盤事業本部　取

日本コンピューター（株）　東京営業所　所

日本信号（株）　　取締役社長　塚本　英彦

日本通運（株）　関東甲信越ブロック　ロジ

日本電気（株）　甲府支店　支店長　鈴木　

日本フィールド・エンジニアリング（株）　

日本郵便（株）　甲府中央郵便局　局長　中

ニッポンレンタカーアーバンネット（株）　

（有）日本一安い罠の店　　代表取締役　三

（株）日本インシーク　神奈川営業所　所長

（株）日本ウォーターテックス　　代表取締

日本エスエルシー（株）　　代表取締役　髙

日本エンヂニヤ（株）　　代表取締役　牧志

（一社）日本家族計画協会　　代表理事理事

（一財）日本環境衛生センタ―　　理事長　

廃棄物処理　　運送業務

リース　　水処理　　清掃

リース

機械器具　　リース

情報・通信　　事務用品

情報・通信　　事務用品　　リー

情報・通信　　調査・研究　　そ

運送業務

情報・通信　　調査・研究

その他　　情報・通信　　電気製

運送業務

リース

その他

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他

食糧品　　その他

ポンプ　　計量・測量機器　　水

その他　　書籍・出版物　　ポン

その他　　調査・研究

ニツホンカモツテツトウ

ニツホンカルミツク

ニツホンカーソリユーシヨン

ニツホンキヤタヒラー

ニツホンコムシス

ニツホンコンヒユーター

ニツホンシンコウ

ニツホンツウウン

ニツホンテンキ

ニツホンフイールトエンシニ

ニツホンユウヒン

ニツホンレンタカーアーハン

ニホンイチヤスイワナノミセ

ニホンインシーク

ニホンウオーターテツクス

ニホンエスエルシー

ニホンエンチニヤ

ニホンカソクケイカクキヨウ

ニホンカンキヨウエイセイセ

0004000505

0000026888

0000021951

0000021510

0000026816

0004002123

0000022097

0000021969

0000021311

0000034495

0004002208

0004002821

0004002679

0004000850

0004000135

0000023921

0004002492

0000023115

0000025493

県外

県外

営業所

県内

県外

県外

県外

営業所

営業所

県内

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

部営業部　執行役員営業部長　和氣　総一朗

　隆章

所　所長　加藤　武郎

営業所長　後藤　一幸

締役常務執行役員社会基盤事業本部長　上山

長　濱之上　一人

スティクスビジネスユニット山梨営業部　部

一成

山梨支社　支社長　黒澤　文夫

込　明洋

　代表取締役　小幡　恵一

重野　丈一

　井関　隆雄

役　佐藤　亮

木　博隆

　龍男

長　三橋　裕行

南川　秀樹

ス

アリンク

ネツト

カイ

ンター

ス

の他

品

の他

処理

プ
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（株）日本環境ビルテック　山梨本社　取締

日本環境分析センター（株）　　代表取締役

日本機械工業（株）　本社営業部　部長　山

（一財）日本気象協会　事業本部　事業本部

日本給食設備（株）　　代表取締役　鈴木　

日本空調サービス（株）　関東支店　支店長

（株）日本経済研究所　　代表取締役　髙橋

日本原料（株）　　代表取締役　齋藤　安弘

日本工営（株）　甲府事務所　所長　原田　

日本工営都市空間（株）　山梨事務所　事務

（一社）日本公園緑地協会　　会長　髙梨　

（株）日本コーイン　　代表取締役　小宮山

（株）日本サポートサービス　　代表取締役

日本産業廃棄物処理（株）　　代表取締役　

日本システム技術（株）　　代表取締役社長

日本施設（株）　　代表取締役　岡本　光宏

日本水工設計（株）　山梨事務所　所長　中

日本水道管路（株）　　代表取締役　佐藤　

日本ステリ（株）　　代表取締役　酒井　一

清掃　　建物管理　　警備

調査・研究

自動車

調査・研究　　情報・通信　　計

調理機器　　荒物・金物　　看板

建物管理　　その他　　水処理

調査・研究

水処理　　建設資材・木材　　機

調査・研究　　情報・通信　　そ

調査・研究　　情報・通信　　リ

情報・通信　　調査・研究

事務用品　　ポンプ　　記念品

医療事務　　その他

廃棄物処理

情報・通信　　医療事務　　その

その他

情報・通信　　調査・研究

調査・研究

リース　　その他　　衣料

ニホンカンキヨウヒルテツク

ニホンカンキヨウフンセキセ

ニホンキカイコウキヨウ

ニホンキシヨウキヨウカイ

ニホンキユウシヨクセツヒ

ニホンクウチヨウサーヒス

ニホンケイサイケンキユウシ

ニホンケンリヨウ

ニホンコウエイ

ニホンコウエイトシクウカン

ニホンコウエンリヨクチキヨ

ニホンコーイン

ニホンサホートサーヒス

ニホンサンキヨウハイキフツ

ニホンシステムキシユツ

ニホンシセツ

ニホンスイコウセツケイ

ニホンスイトウカンロ

ニホンステリ

0004001013

0004002502

0000021495

0000021061

0000021441

0000021691

0000036100

0004000140

0004001414

0004001800

0000000710

0000021642

0000026890

0004001100

0004002560

0004001020

0003015724

0004001768

0004000319

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

営業所

県外

市内

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

役社長　山田　明美

　中元　章博

下　康弘

長　辻本　浩史

雅治

　村山　秀幸

　洋

淳

所長　永井　昌

雅明

　貴彦

　海瀬　光雄

重田　和夫

　平林　武昭

條　光浩

伸二

也

ンター

ヨ

ウカイ

シヨリ

量・測量機器

・プレート

械器具

の他

ース

他
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（株）日本総合研究所　　取締役社長　谷崎

日本ソフトウエアマネジメント（株）　　代

日本ソフト開発（株）　　代表取締役社長　

（株）日本テクノ　　代表取締役　鈴木　将

日本電算機用品（株）　甲府営業所　所長　

日本電子（株）　東京支店　支店長　栃木　

日本電子応用（株）　　代表取締役　町田　

日本電子サービス（株）　　代表取締役　飯

日本トータルテレマーケティング（株）　　

（株）日本ネットワークサービス　　代表取

（株）日本能率協会総合研究所　　代表取締

日本美装（株）　山梨支店　支店長　小西　

（株）日本ビルテクノス　　代表取締役　迫

（一財）日本品質保証機構　　理事長　小林

日本無線（株）　関東支社　支社長　掛川　

日本メサライト工業（株）　　代表取締役　

（株）日本メディカ　　代表取締役　益田　

（株）日本リフレッシュ　　代表取締役　坪

（株）日本旅行　甲府支店　支店長　宮川　

調査・研究

情報・通信　　その他　　印刷・

情報・通信

調査・研究　　水処理　　計量・

印刷・製本　　情報・通信　　事

その他

医療器具

計量・測量機器　　情報・通信　

その他　　イベント企画等　　調

情報・通信　　イベント企画等　

調査・研究

清掃　　建物管理　　警備

建物管理

その他

情報・通信

廃棄物処理

医療事務　　情報・通信

清掃　　水処理

その他　　イベント企画等　　情

ニホンソウコウケンキユウシ

ニホンソフトウエアマネシメ

ニホンソフトカイハツ

ニホンテクノ

ニホンテンサンキヨウヒン

ニホンテンシ

ニホンテンシオウヨウ

ニホンテンシサーヒス

ニホントータルテレマーケテ

ニホンネツトワークサーヒス

ニホンノウリツキヨウカイソ

ニホンヒソウ

ニホンヒルテクノス

ニホンヒンシツホシヨウキコ

ニホンムセン

ニホンメサライトコウキヨウ

ニホンメテイカ

ニホンリフレツシユ

ニホンリヨコウ

0004002120

0004002847

0004002850

0004001737

0000021095

0000026891

0000026748

0000021314

0004002515

0000022006

0004001744

0000021689

0004001754

0000034459

0000022064

0004000336

0004002815

0000021672

0004001142

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

市内

県外

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

市内

営業所

　勝教

表取締役　五十嵐　孝雄

蒲生　仙治

斗

窪田　俊彦

啓治

功

田　幸人

代表取締役　森　真吾

締役社長　長田　和仁

役　譲原　正昭

誠

野　翼

　憲明

敦

二宮　隆二

純子

　則雄

隆明

ヨ

ント

インク

ウコウケンキユウシヨ

ウ

製本

測量機器

務用品

　電気製品

査・研究

　電気製品

報・通信
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日本連合警備（株）　　代表取締役　保坂　

（株）日本漏防コンサルタント　関東営業所

（株）ニュー平和　　代表取締役　柴田　悦

（有）韮崎環境メンテナンスサービス　　代

（株）ネイチャー　　代表取締役　山本　努

（株）ネオスペース　　代表取締役　樋口　

（株）ＮｅｏＮ　　代表取締役　五味　さつ

（株）ネクシィーズ　　代表取締役　大前　

Ｎｅｘｔ‐ｉ（株）　さいたま支店　代表　

（株）ネクストエイジ　　代表取締役　内籐

（株）ネクセライズ　　代表取締役　西山　

（株）熱研メンテナンス　　代表取締役　三

熱勝　甲府支店　代表　木下　勝敏

ネッツトヨタ甲斐（株）　　代表取締役　小

ネッツトヨタ山梨（株）　本社セイリア店　

ネットワンシステムズ（株）　　代表取締役

ネポン（株）　南関東営業所　所長　茨目　

（株）ノガミ　関東支店　支店長　桐谷　優

（株）ノバーク　　代表取締役　加藤　貴史

警備　　建物管理　　電気製品

調査・研究　　水処理　　その他

燃料　　自動車修理部品　　リー

水処理　　廃棄物処理

自動車

イベント企画等　　印刷・製本　

ポンプ　　リース　　その他

リース　　建物管理　　調理機器

その他　　調査・研究

その他

ポンプ　　その他　　燃料

建物管理　　水処理　　その他

電気製品　　機械器具

自動車　　自動車修理部品　　リ

自動車　　自動車修理部品

事務用品　　情報・通信　　リー

機械器具　　建物管理　　その他

調査・研究　　その他

建設資材・木材

ニホンレンコウケイヒ

ニホンロウホウコンサルタン

ニユーヘイワ

ニラサキカンキヨウメンテナ

ネイチヤー

ネオスヘース

ネオン

ネクシイース

ネクストアイ

ネクストエイシ

ネクセライス

ネツケンメンテナンス

ネツシヨウ

ネツツトヨタカイ

ネツツトヨタヤマナシ

ネツトワンシステムス

ネホン

ノカミ

ノハーク

0000021639

0000032674

0000021164

0000021892

0004002681

0000021965

0004001963

0004002682

0004002513

0004002684

0004002844

0003032542

0000028086

0000021529

0000021533

0000026653

0004000485

0004001011

0004001263

市内

県外

市内

県内

県外

市内

県内

県外

県外

県内

県外

県内

営業所

市内

市内

県外

県外

県外

県外

東吾

　所長　勝　進一

美

表取締役　小中澤　春男

光仁

き

成平

藤井　文彦

　裕二

和幸

浦　吉克

林　達也

店長　望月　仁

　竹下　隆史

正史

ト

ンスサーヒス

ス

　看板・プレート

ース

ス
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登り坂石油（株）　　代表取締役社長　渡邉

（株）乃村工藝社　　代表取締役　社長執行

バイザー（株）　　代表取締役　井上　正巳

葉隠勇進（株）　　代表取締役　大隈　太嘉

萩原自動車整備工場　　代表　萩原　要

（株）ハギ・ボー　　代表取締役　萩原　利

（株）ハクトートータルサービス　　代表取

博友社印刷　　代表　青柳　敏弘

パシフィックコンサルタンツ（株）　山梨事

（株）パスコ　山梨支店　支店長　山本　浩

（株）パソナ　常務執行役員エキスパート・

（株）畠山ポンプ製作所　　代表取締役　畠

（株）ハタノシステム　　代表取締役　波多

（株）ハチオウ　　代表取締役　森　雅裕

パナソニックＥＷエンジニアリング（株）　

パナソニックコネクト（株）　現場ソリュー

パナソニック産機システムズ（株）　空調事

花辻　　代表　辻　立男

（株）馬場設計　　代表取締役　代田　一郎

燃料

イベント企画等　　看板・プレー

その他　　情報・通信

給食　　その他

自動車修理部品

ポンプ　　水処理　　機械器具

廃棄物処理　　清掃　　水処理

印刷・製本

調査・研究　　情報・通信　　イ

情報・通信　　リース　　調査・

その他　　イベント企画等　　調

自動車

その他

廃棄物処理　　その他

建物管理　　電気製品　　情報・

情報・通信　　電気製品　　カメ

建物管理　　機械器具　　電気製

生花

調査・研究　　建物管理

ノホリサカセキユ

ノムラコウケイシヤ

ハイサー

ハカクレユウシン

ハキハラシトウシヤセイヒコ

ハキホー

ハクトートータルサーヒス

ハクユウシヤインサツ

ハシフイツクコンサルタンツ

ハスコ

ハソナ

ハタケヤマホンフセイサクシ

ハタノシステム

ハチオウ

ハナソニツクイータフリユー

ハナソニツクコネクト

ハナソニツクサンキシステム

ハナツシ

ハハセツケイ

0004001616

0000021743

0004002320

0004002110

0000021579

0004001360

0004001637

0000021097

0004000680

0000021098

0004001238

0000021491

0000034434

0004001969

0000021336

0000034413

0000021690

0004001580

0004001566

県内

県外

県外

県外

市内

市内

県外

市内

営業所

営業所

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

市内

市内

　良孝

役員　榎本　修次

志

男

締役　白鳥　頼利

務所　山梨事務所長　徳山　有人

司

ＢＰＯ事業本部　パブリック本部長　松永

山　昭夫

野　裕一

東京本部　取締役本部長　中牟田　研也

ションカンパニー首都圏部門　カンパニー副

業本部　営業統括部長　直木　俊成

ウシヨウ

ヨ

エンシニアリンク

ス

ト　　その他

ベント企画等

研究

査・研究

通信

ラ

品
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浜田工業（株）　　代表取締役　濱田　芳郎

（有）林食料品店　　代表取締役　林　美茂

（株）早野組　　代表取締役社長　早野　正

（株）原無線技術研究所　　代表取締役　原

ＰａｒｕＰｉ（株）　　代表取締役　池田　

（株）パレオ・ラボ　　代表取締役　中村　

（株）阪神計器製作所　関東支店　支店長　

（株）阪神マテリアル　　代表取締役　中道

ＨＡＲＶＥＹ（株）　東京支店　支店長　山

（株）パークジャパン　　代表取締役社長　

（株）パークプラン工業　　代表取締役　鷹

パーソルテンプスタッフ（株）　甲府オフィ

（株）ハートコーポレイション　横浜支社　

（株）ハートメディカル　　代表取締役　矢

（株）ＨＡＲＰ　　代表取締役　近藤　晃司

東日本電信電話（株）　東京事業部　山梨支

東日本通商（株）　　代表取締役　板垣　彰

東日本三菱自動車販売（株）　支店　支配人

東日本漏水調査（株）　東京営業所　所長　

その他

食糧品

建設資材・木材　　廃棄物処理

電気製品　　情報・通信　　教材

印刷・製本　　記念品　　イベン

その他

計量・測量機器

その他　　廃品

その他　　情報・通信　　調査・

その他　　警備　　清掃

教材　　スポーツ用品　　その他

その他　　医療事務　　情報・通

その他

廃棄物処理

情報・通信

情報・通信　　リース　　調査・

情報・通信

自動車

水処理　　調査・研究

ハマタコウキヨウ

ハヤシシヨクリヨウヒンテン

ハヤノクミ

ハラムセンキシユツケンキユ

ハルヒー

ハレオラホ

ハンシンケイキセイサクシヨ

ハンシンマテリアル

ハーウエイ

ハークシヤハン

ハークフランコウキヨウ

ハーソルテンフスタツフ

ハートコーホレイシヨン

ハートメテイカル

ハーフ

ヒカシニツホンテンシンテン

ヒカシニホンツウシヨウ

ヒカシニホンミツヒシシトウ

ヒカシニホンロウスイチヨウ

0000032613

0000021787

0004000811

0000021397

0004001559

0000032408

0004000142

0004000847

0004001983

0000026894

0004002326

0004002330

0004000330

0000021876

0004002480

0000022010

0000021315

0004002454

0004001614

県外

市内

市内

市内

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県内

営業所

県外

市内

県外

営業所

市内

営業所

県外

泰

　経光

謙一

賢太郎

武石　博之

　史和

田　光

吉屋　潤

野　洋一

ス　マネージャー　浜口　元気

責任者　町田　幸恵

作　彰子

店　支店長　横山　明正

　水落　剛

松木　貴洋

ウシヨ

ワ

シヤハンハイ

サ

ト企画等

研究

信

研究
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（株）東山書房　　代表取締役　山本　敬一

光ビジネスフォーム（株）　甲信営業所　所

（株）ヒグチ　　代表取締役　坂田　栄夫

（有）樋口印章店　　取締役　樋口　恵子

（株）樋口商会　　代表取締役　樋口　凱那

樋沢建築設計事務所　　代表　樋沢　博次

（株）ビジネスサポート　　代表取締役　藤

（株）菱和園　　代表取締役社長　小尾　武

（株）日立国際電気　公共ソリューション営

（株）日立システムズ　関東甲信越支社　山

（株）日立社会情報サービス　公共営業第２

日立造船（株）　東京本社　環境営業統括部

（株）日立ビルシステム　首都圏支社　取締

（株）日立プラントサービス　社会システム

（有）ビッグバレイサービス　山梨営業所　

ピツニーボウズジャパン（株）　　代表取締

日之出水道機器（株）　長野営業所　所長　

ヒビノスペーステック（株）　　代表取締役

ＢＩＰＲＯＧＹ（株）　　代表取締役社長　

書籍・出版物　　教材

印刷・製本　　情報・通信　　事

事務用品　　印刷・製本

事務用品

建設資材・木材

調査・研究

調査・研究　　その他　　イベン

お茶・セトモノ

情報・通信　　その他

情報・通信

情報・通信　　事務用品

電力　　農工業薬品　　機械器具

建物管理　　清掃　　水処理

農工業薬品　　その他

水処理　　清掃　　機械器具

事務用品　　リース　　その他

鉄工・板金

情報・通信　　電気製品　　その

情報・通信　　事務用品　　リー

ヒカシヤマシヨホウ

ヒカリヒシネスフオーム

ヒクチ

ヒクチインシヨウテン

ヒクチシヨウカイ

ヒサワケンチクセツケイシム

ヒシネスサホート

ヒシワエン

ヒタチコクサイテンキ

ヒタチシステムス

ヒタチシヤカイシヨウホウサ

ヒタチソウセン

ヒタチヒルシステム

ヒタチフラントサーヒス

ヒツクハレイサーヒス

ヒツニーホウスシヤハン

ヒノテスイトウキキ

ヒヒノスヘーステツク

ヒフロシー

0000000788

0000021111

0000021030

0000021031

0004002819

0004002165

0000021967

0000021731

0000026663

0000021359

0000022056

0004000141

0003022359

0004000502

0004001640

0004002686

0004000496

0000021338

0000028804

県外

県内

市内

市内

市内

市内

県内

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

県外

長　楯　裕幸

原　進

業部　部長　山下　和博

梨営業所　所長　北條　友樹

部　部長　太田　聡

長　石川　英司

役支社長　信井　敏久

営業本部　本部長　工藤　克彦

所長　佐野　慎吾

役　田邉　卓也

平岡　誠二

社長　小林　瑞夫

平岡　昭良

シヨ

ーヒス

務用品

ト企画等

他

ス
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（有）ひまわり警備　　代表取締役　久保田

ヒューコムエンジニアリング（株）　　代表

（株）Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　

表示灯（株）　静岡支店　支店長　有光　俊

平川商店　　代表　平川　ます子

（株）平塚メディカル　　代表取締役　平塚

（株）ピラミッド　栃木工場　工場長　吉武

（株）ビルド支援センター　　代表取締役　

（株）ビルメン信越コントロールズ　山梨営

ひろせスタジオ　　代表　廣瀬　邦彦

（株）ビー・アール・クリエイト　　代表取

（株）ビー・エイチ・シー　　代表取締役　

（株）ビー・エム・エル　山梨営業所　所長

（株）ビーコンラーニングサービス　　代表

ビーム計画設計（株）　東京支店　支店長　

（株）ＦＵＮＮＥＴ　　代表取締役　小林　

ファーストメディア（株）　　代表取締役　

（有）フィッシュランドイシハラ　　代表取

（株）フィリップス・ジャパン　　代表取締

警備

イベント企画等　　その他

リース　　情報・通信

看板・プレート　　ポンプ　　そ

食糧品　　荒物・金物

医療器具　　医薬品

廃棄物処理

印刷・製本　　情報・通信　　調

清掃　　建物管理　　水処理

カメラ　　その他

廃棄物処理

情報・通信　　調査・研究　　そ

その他　　水処理

その他

調査・研究　　その他

印刷・製本　　情報・通信　　事

情報・通信

教材　　リース　　イベント企画

医療器具　　リース　　医薬品

ヒマワリケイヒ

ヒユーコムエンシニアリンク

ヒユーマンインヘストメント

ヒヨウシトウ

ヒラカワシヨウテン

ヒラツカメテイカル

ヒラミツト

ヒルトシエンセンター

ヒルメンシンエツコントロー

ヒロセスタシオ

ヒーアールクリエイト

ヒーエイチシー

ヒーエムエル

ヒーコンラーニンクサーヒス

ヒームケイカクセツケイ

フアンネツト

フアーストメテイア

フイツシユラントイシハラ

フイリツフスシヤハン

0000022376

0004002588

0004002687

0004002485

0000032697

0000021449

0000028830

0004002170

0004002439

0000021624

0000030813

0004002841

0000022009

0004001601

0004000099

0004001783

0004002833

0000021398

0000026749

市内

県内

県外

県外

市内

市内

県外

市内

営業所

市内

県外

県外

営業所

県外

県外

市内

県外

市内

県外

　勉

取締役　出井　智将

　代表取締役　板垣　瑞樹

二

　秀人

　浩二

箭本　一雄

業所　所長　高野　浩

締役　鈴木　宏和

村山　清志

　佐藤　浩之

取締役　近藤　雅人

田中　克典

洋晃

山﨑　佳一

締役　石原　弘基

役　ジャスパー・アスエラス・ウェステリン

ルス

の他

査・研究

の他

務用品

等
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笛吹観光自動車（株）　　代表取締役社長　

（株）フォネット　　代表取締役　清水　栄

深澤電気企業所　　代表　深澤　孝則

（株）フクシ・エンタープライズ　　代表取

（株）福島製作所　東京営業所　所長　二階

（株）福寿商会　　代表取締役　土肥　真澄

福田三商（株）　　代表取締役　林　寛子

フクダライフテック北信越（株）　山梨営業

（株）福山コンサルタント　東京支社　支社

（株）富士植木　山梨支店　支店長　佐藤　

（株）フジカワ紙販　　代表取締役　藤川　

（株）富士川クリーン　　代表取締役　望月

富士環境センター　　代表　保阪　くみ子

富士観光開発（株）　甲府営業所　所長　上

冨士機材（株）　甲府支店　支店長　西村　

富士急トラベル（株）　甲府支店　支店長　

富士急バス（株）　　代表取締役社長　古屋

（株）富士グリーンテック　　代表取締役　

富士建設工業（株）　　代表取締役　鳴海　

運送業務　　その他

情報・通信　　印刷・製本　　リ

その他　　機械器具

その他　　スポーツ用品　　警備

機械器具　　その他

燃料

廃品　　廃棄物処理

医療器具　　医薬品

調査・研究　　リース　　その他

種苗・造園　　清掃　　生花

印刷・製本　　事務用品

廃棄物処理　　廃品　　水処理

水処理　　廃棄物処理

事務用品　　教材　　リース

その他　　ポンプ　　調理機器

イベント企画等　　運送業務　　

運送業務

種苗・造園　　建設資材・木材　

その他　　鉄工・板金　　建物管

フエフキカンコウシトウシヤ

フオネツト

フカサワテンキキキヨウシヨ

フクシエンターフライス

フクシマセイサクシヨ

フクシユシヨウカイ

フクタサンシヨウ

フクタライフテツクホクシン

フクヤマコンサルタント

フシウエキ

フシカワカミハン

フシカワクリーン

フシカンキヨウセンター

フシカンコウカイハツ

フシキサイ

フシキユウトラヘル

フシキユウハス

フシクリーンテツク

フシケンセツコウキヨウ

0004001029

0004001853

0004000668

0000028712

0004002846

0000021165

0004001752

0000026747

0004002148

0004002172

0000026641

0000021891

0000000813

0000021034

0004000113

0000024213

0000028307

0000021711

0000022079

県内

市内

市内

県外

県外

市内

県外

営業所

県外

県内

市内

県内

市内

営業所

営業所

営業所

県内

市内

県外

雨宮　亮二

一

締役　福士　朝尋

堂　茂

所　所長　杉山　良和

長　石倉　麻志

晃

尚

　健登

田　竜司

直樹

碓井　浩明

　毅

阿部　敏明

利彦

エツ

ース

その他

　その他

理
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（株）フジコー　　代表取締役　藤綱　尚武

藤沢鉄工（株）　　代表取締役　藤澤　一臣

富士産業（株）　　代表取締役　中村　勝彦

（有）藤代自動車　　代表取締役　藤代　建

（株）藤二誠　　代表取締役社長　小口　浩

不二製パン（株）　　代表取締役　間　正矩

富士ソフトサービスビューロ（株）　　代表

（有）富士タクシー　　代表取締役　根津　

フジタビルメンテナンス（株）　　代表取締

フジ地中情報（株）　東京支店　支店長　豊

富士通クオリティ・ラボ・環境センター　（

富士通Ｊａｐａｎ（株）　山梨支社　支社長

（株）富士通ゼネラル　情報通信ネットワー

富士通ネットワークソリューションズ（株）

フジテコム（株）　信越営業所　所長　塚田

（株）ふじでん　　代表取締役　小林　登

富士電機（株）　パワエレ営業本部社会ソリ

（株）ふじでんサービス　　代表取締役　須

（株）藤江　　代表取締役　益子　純子

事務用品　　家具　　教材

建設資材・木材

給食

自動車修理部品　　燃料　　自動

デパート　　記念品　　事務用品

食糧品

その他　　情報・通信　　イベン

運送業務

建物管理　　清掃　　水処理

その他　　情報・通信　　水処理

調査・研究

情報・通信

情報・通信　　その他

情報・通信　　事務用品　　建物

機械器具　　計量・測量機器　　

電気製品　　ポンプ　　情報・通

電気製品　　情報・通信　　事務

自動車　　自動車修理部品　　自

給食

フシコー

フシサワテツコウ

フシサンキヨウ

フシシロシトウシヤ

フシセイ

フシセイハン

フシソフトサーヒスヒユーロ

フシタクシー

フシタヒルメンテナンス

フシチチユウシヨウホウ

フシツウクオリテイラホカン

フシツウシヤハン

フシツウセネラル

フシツウネツトワークソリユ

フシテコム

フシテン

フシテンキ

フシテンサーヒス

フシノエ

0000021035

0000021839

0004002128

0000021581

0004001924

0000023246

0004000334

0004000042

0004000522

0003032606

0004002153

0004001132

0000021349

0000026664

0004000308

0000036084

0000021334

0004001291

0004001430

市内

市内

県外

市内

市内

市内

県外

市内

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

市内

県外

県内

県外

男

子

取締役　佐藤　諭

瑛

役　公文　正純

田　学

株）　代表取締役社長　細田　忍

　峠谷　正

ク営業部　部長　新田　洋司

　官公庁ビジネス部　官公庁ビジネス部長

　和洋

ューション統括部　統括部長　押元　和之

藤　孝文

キヨウセンター

ーシヨンス

車

ト企画等

管理

調査・研究

信

用品

転車
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（有）藤原造林　　代表取締役　藤原　正志

富士フイルムシステムサービス（株）　公共

富士フイルムデジタルソリューションズ　（

富士フイルムビジネスイノベーション　ジャ

富士見工芸（株）　　代表取締役　古屋　英

（有）富士メディカルサービス　　代表取締

（有）藤森金物商店　　代表取締役　藤森　

（株）フジヤマ　山梨営業所　所長　小杉　

富士冷暖（株）　　代表取締役　長田　三千

豊前医化（株）　営業本部　代表取締役　豊

（有）フタバクリーンサービス　　代表取締

双葉産業（株）　　代表取締役　本間　尚幸

（株）フューチャーイン　静岡支社　支社長

（株）武揚堂　　代表取締役　小島　武也

プライムセキュリティーサービス（株）　　

（有）ブラザー　　代表取締役　中川　良治

フラワーゴトウ　　代表　後藤　秀樹

フラワーセンター芳華園　　代表　野田　芳

（株）ブランド・ワン　　代表取締役　荻原

種苗・造園

情報・通信　　その他　　事務用

リース　　その他　　情報・通信

事務用品　　情報・通信　　リー

カップ　　記念品　　看板・プレ

医薬品　　建物管理　　燃料

教材　　荒物・金物

調査・研究　　情報・通信　　印

建物管理　　水処理　　ポンプ

医療器具　　医薬品　　その他

清掃

農工業薬品

情報・通信　　その他

印刷・製本　　看板・プレート　

警備　　建物管理　　その他

事務用品

生花　　種苗・造園

生花

廃棄物処理

フシハラソウリン

フシフイルムシステムサーヒ

フシフイルムテシタルソリユ

フシフイルムヒシネスイノヘ

フシミコウケイ

フシメテイカルサーヒス

フシモリカナモノシヨウテン

フシヤマ

フシレイタン

フセンイカ

フタハクリーンサーヒス

フタハサンキヨウ

フユーチヤーイン

フヨウトウ

フライムセキユリテイーサー

フラサー

フラワーコトウ

フラワーセンターホウカエン

フラントワン

0000029298

0000022128

0004001951

0004002453

0000021633

0004002155

0000021399

0000022134

0004001626

0000021450

0004001629

0000021210

0004000156

0000021124

0004002139

0000021037

0000032715

0000021655

0004002169

県内

県外

県外

営業所

市内

市内

市内

営業所

市内

県内

市内

県外

県外

県外

県内

市内

市内

市内

市内

事業本部　首都圏支店　支店長　松尾　浩一

株）　代表取締役　井上　あまね

パン（株）　山梨営業所　所長　杉本　英久

章

役　輿水　真一

範夫

泰裕

穂

前　貴子

役社長　相川　真一郎

　佐々山　祥平

代表取締役　今　昭人

明

　克己

ス

ーシヨンス

ーシヨンシヤハン

ヒス

品

ス

ート

刷・製本

　情報・通信
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（株）プリメドジャパン　　代表取締役　川

（株）プリモ　　代表取締役　河野　登志夫

（株）ＰＲＩＮＫＳ　　代表取締役　西村　

（株）フリール　　代表取締役　大久保　輝

古川輪業　　代表　古川　富雄

（株）フルキャスト　　代表取締役　坂巻　

ふるや楽器店　　代表　古屋　宏樹

（株）古屋興業　　代表取締役　古屋　義人

古谷設備工業　　代表　古谷　優

古屋電機（株）　　代表取締役　古屋　里義

（同）ＶＬＯＯ　　代表社員　丹沢　昌貴

フルーツやお久　　代表　大久保　陽美

（株）ブレインサービス　　代表取締役　桑

（株）プレック研究所　　代表取締役社長　

（株）フレーベル館　山梨支店　支店長　直

（株）プロテック　　代表取締役　小前　喜

（株）フロムトゥ　　代表取締役　岡田　克

フローリストあかね　　代表　赤根　学

文化シヤッター（株）　甲府営業所　所長　

調査・研究　　情報・通信　　印

清掃　　建物管理　　警備

事務用品

リース　　医療器具

自転車

その他　　調査・研究

楽器・ミシン　　教材

建物管理　　廃棄物処理

水処理

電気製品　　情報・通信　　カメ

イベント企画等　　その他　　リ

食糧品

情報・通信　　事務用品　　リー

調査・研究　　その他

教材　　書籍・出版物　　スポー

その他

機械器具　　看板・プレート　　

生花

その他

フリメトシヤハン

フリモ

フリンクス

フリール

フルカワリンキヨウ

フルキヤスト

フルヤカツキテン

フルヤコウキヨウ

フルヤセツヒコウキヨウ

フルヤテンキ

フルー

フルーツヤオキユウ

フレインサーヒス

フレツクケンキユウシヨ

フレーヘルカン

フロテツク

フロムトウ

フローリストアカネ

フンカシヤツター

0004002838

0004000033

0004002329

0004002873

0004001518

0004002186

0000021400

0004002159

0004002897

0000021318

0004002206

0000021790

0004002834

0000022070

0000021401

0004002516

0004002725

0000030795

0003026717

県内

県内

市内

県外

市内

県外

市内

県内

市内

市内

市内

市内

県外

県外

県内

県外

県外

市内

営業所

村　由美子

成龍

行

一樹

原　昌次

杉尾　大地

井　淳之介

敬

美

林　正宣

刷・製本

ラ

ース

ス

ツ用品

その他



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  71 87頁

令和０５年度

（株）文教　　代表取締役　出森　慎一

（株）文祥堂オフィスファシリティーズ　　

平和製罐（株）　　代表取締役　田中　住子

（有）平和プリント社　　代表取締役　田中

ぺきん堂　　代表　土屋　修邦

（株）ベネッセコーポレーション　小中学校

（株）ベネフィット・ワン　　代表取締役社

（株）ベルキャリエール　甲府営業所　所長

（有）北條油店　　代表取締役　北條　繁寿

北條印刷所　　代表　北條　正

（株）邦文堂　甲府営業所　甲府営業所長　

（有）豊和興業　　代表取締役　豊山　高志

（株）北栄　　代表取締役　土橋　矢兼

墨東化成工業（株）　群馬支店　支店長　藤

（株）星医療酸器　甲府事業所　所長　中澤

（公財）母子衛生研究会　　代表理事　江井

ホシザキ東京（株）　山梨支店　支店長　坂

（株）星野　　代表取締役　星野　守

（有）星野書店　　取締役　須藤　紀子

食糧品　　医療器具　　事務用品

事務用品　　家具　　室内装飾

看板・プレート

印刷・製本

教材　　事務用品　　記念品

その他　　教材

その他　　医療器具

情報・通信　　医療事務　　イベ

燃料　　自動車修理部品

印刷・製本

事務用品　　電気製品　　医療器

廃棄物処理　　廃品

水処理　　清掃

建設資材・木材

医薬品　　医療器具　　事務用品

書籍・出版物

調理機器　　荒物・金物　　その

室内装飾　　リース

書籍・出版物

フンキヨウ

フンシヨウトウオフイスフア

ヘイワセイカン

ヘイワフリントシヤ

ヘキントウ

ヘネツセコーホレーシヨン

ヘネフイツトワン

ヘルキヤリエール

ホウシヨウアフラテン

ホウシヨウインサツシヨ

ホウフントウ

ホウワコウキヨウ

ホクエイ

ホクトウカセイコウキヨウ

ホシイリヨウサンキ

ホシエイセイケンキユウカイ

ホシサキトウキヨウ

ホシノ

ホシノシヨテン

0000026821

0004000053

0000021744

0000021102

0000021402

0004000866

0004000105

0004002831

0000021166

0000021103

0000032611

0000021877

0004000454

0000028704

0000036082

0004002377

0000021440

0000021275

0000021370

県外

県内

県外

市内

市内

県外

県外

営業所

市内

市内

営業所

市内

市内

県外

県内

県外

営業所

市内

市内

代表取締役　細田　和宏

　宏

事業部　部長　小柳　博崇

長　白石　徳生

　石川　哲也

大塚　信一

森　輝成

　充彦

　俊秀

元　誠治

シリテイース

ント企画等

具

他
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  72 87頁

令和０５年度

母子モ（株）　　代表取締役　宮本　大樹

北海道地図（株）　東京支店　支店長　周藤

（有）ホンダ　　代表取締役　川口　惠次

（株）ボーダーリンク　　代表取締役　安井

（株）ホートクエクシン　　代表取締役　石

（株）まいづる印刷　　代表取締役社長　古

（特非）マイプラ対策室　　理事長　藤原　

（株）前川製作所　　代表取締役社長執行役

（株）前澤エンジニアリングサービス　関東

前澤工業（株）　東京支店　支店長　腰越　

（株）前田製作所　山梨営業所　山梨営業所

（株）マキノ　　代表取締役　牧野　弘美

マコト医科精機（株）　　代表取締役　諸平

（株）松田衛生　　代表取締役　綱倉　久美

マツダオートリース（株）　　代表取締役　

松田産業（株）　　代表取締役　松田　芳明

松田商店　　代表　松田　純

（株）松村電機製作所　東京支店　支店長　

（有）マツモト電器　　代表取締役　松本　

情報・通信

印刷・製本　　情報・通信　　看

イベント企画等　　リース

その他　　イベント企画等

その他　　教材　　スポーツ用品

印刷・製本

荒物・金物　　記念品　　教材

機械器具　　その他

水処理

機械器具

機械器具　　自動車　　リース

清掃　　水処理　　調査・研究

医療器具　　医薬品　　その他

リース　　ポンプ　　電力

リース

廃棄物処理　　その他

食糧品　　電気製品　　情報・通

電気製品　　建物管理

電気製品　　情報・通信　　事務

ホシモ

ホツカイトウチス

ホンタ

ホーターリンク

ホートクエクシン

マイツルインサツ

マイフラタイサクシツ

マエカワセイサクシヨ

マエサワエンシニアリンクサ

マエサワコウキヨウ

マエタセイサクシヨ

マキノ

マコトイカセイキ

マツタエイセイ

マツタオートリース

マツタサンキヨウ

マツタシヨウテン

マツムラテンキセイサクシヨ

マツモトテンキ

0004002688

0000021113

0000028823

0004000054

0004001946

0000021105

0004002817

0004000040

0003013173

0000021522

0000021504

0004001947

0000021452

0004000529

0004001252

0004000360

0004002201

0000021361

0000021319

県外

県外

県外

県外

県外

市内

市内

県外

県外

県外

営業所

県外

県内

県内

県外

県外

市内

県外

市内

　利通

　康真

黒　達章

元　惠子

行雄

員　前川　真

支店　支店長　加藤　忠

建

長　山田　芳英

　あゆみ

長神　文憲

塚田　暁

和彦

ーヒス

板・プレート

信

用品
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  73 87頁

令和０５年度

（株）マルアイ産機　　代表取締役　村松　

丸味製パン（株）　　代表取締役　五味　省

（株）丸亀商店　　代表取締役　大澤　輝

マルゲンパック（株）　　代表取締役　森下

（株）マルゼン　山梨営業所　所長　加茂　

丸善雄松堂（株）　経理・財務部　部長　二

マルタ小澤海苔店　　代表　小澤　昭雄

丸徳商事（有）　　代表取締役社長　松崎　

（株）丸富　　代表取締役　青沼　博

（株）丸菱行政地図　　代表取締役　吉冨　

丸文通商（株）　甲府営業所　所長　高橋　

（株）マルモ　　代表取締役社長　丸茂　正

丸茂電機（株）　　代表取締役　丸茂　英津

丸山商店　　代表　丸山　寛

（株）マルヨシ設備　　代表取締役　志村　

（株）ＭＡＲＳ　　代表取締役　田中　進

三重中央開発（株）　　代表取締役　平井　

（有）ミカサ商会　　取締役　小野　弘樹

水上タイヤ商会　　代表　今井　伸二

事務用品　　家具　　教材

食糧品

建設資材・木材　　鉄工・板金　

その他　　印刷・製本　　ゴム・

調理機器

書籍・出版物　　家具　　事務用

食糧品

廃棄物処理

ゴム・ビニール　　荒物・金物　

その他　　情報・通信　　看板・

医療器具　　その他　　リース

事務用品　　教材　　情報・通信

電気製品　　その他

その他

ポンプ　　建物管理　　調理機器

情報・通信

廃棄物処理　　その他　　廃品

自転車

自動車修理部品

マルアイサンキ

マルアシセイハン

マルカメシヨウテン

マルケンハツク

マルセン

マルセンユウシヨウトウ

マルタオサワノリテン

マルトクシヨウシ

マルトミ

マルヒシキヨウセイチス

マルフンツウシヨウ

マルモ

マルモテンキ

マルヤマシヨウテン

マルヨシセツヒ

マース

ミエチユウオウカイハツ

ミカサシヨウカイ

ミスカミタイヤシヨウカイ

0000021039

0004002689

0000021841

0004001784

0003021435

0000021380

0000021794

0000021907

0000032635

0004001417

0000036090

0000021040

0000021346

0004002690

0004001733

0004000085

0004001444

0000021599

0000021583

市内

市内

市内

市内

営業所

県外

市内

県外

県内

県外

県内

市内

県外

市内

市内

県内

県外

市内

市内

道哉

次

　高宏

正憲

ノ宮　護

徹志

明

慎一郎

樹

子

善行

俊文

　荒物・金物

ビニール

品

　事務用品

プレート
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物品業者５０音順一覧表  74 87頁

令和０５年度

みずほリース（株）　広島支店　支店長　内

（株）みぞぐち商会　　代表取締役　溝口　

（株）溝口商事　　代表取締役　溝口　健一

三谷コンピュータ（株）　　代表取締役社長

三井共同建設コンサルタント（株）　山梨営

（有）三井シーズテック　　代表取締役　三

三井住友トラスト・パナソニックファイナン

三井住友ファイナンス＆リース（株）　　代

（有）三井理八商店　　代表取締役　三井　

（株）みつばコミュニティ　　代表取締役　

三菱ＨＣキャピタル（株）　　執行役員　安

三菱ＨＣキャピタルオートリース（株）　営

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ　（

三菱重工マシナリーテクノロジー（株）　　

三菱重工冷熱（株）　関東支店・西東京営業

三菱電機ビルソリューションズ（株）　山梨

三菱電機フィナンシャルソリューションズ　

三菱電機プラントエンジニアリング（株）　

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　（

リース

保険

廃棄物処理

情報・通信　　リース　　印刷・

情報・通信　　調査・研究

調査・研究　　建物管理　　運送

リース

リース

その他

その他

リース　　廃品

リース　　廃品

リース　　機械器具　　水処理

機械器具

建物管理　　機械器具　　その他

建物管理　　清掃　　電気製品

リース

建物管理　　情報・通信　　電気

調査・研究　　イベント企画等　

ミスホリース

ミソクチシヨウカイ

ミソクチシヨウシ

ミタニコンヒユータ

ミツイキヨウトウケンセツコ

ミツイシーステツク

ミツイスミトモトラストハナ

ミツイスミトモフアイナンス

ミツイリハチシヨウテン

ミツハコミユニテイ

ミツヒシエイチシーキヤヒタ

ミツヒシエイチシーキヤヒタ

ミツヒシケミカルアクアソリ

ミツヒシシユウコウマシナリ

ミツヒシシユウコウレイネツ

ミツヒシテンキヒルソリユー

ミツヒシテンキフイナンシヤ

ミツヒシテンキフラントエン

ミツヒシユーエフシエイリサ

0004002692

0004002505

0000032386

0000034461

0004002156

0004001957

0000021934

0000021955

0000022017

0004002887

0004002540

0000026826

0004002019

0003030481

0003014605

0000021676

0000022132

0000034437

0000022346

県外

県外

県内

県外

営業所

県内

県外

県外

市内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

営業所

県外

県外

県外

藤　文明

文穂

　後　淳也

業所　所長　北　吉宏

井　亮

　ス（株）　代表取締役　西野　敏哉

表取締役　橘　正喜

宗昭

大隈　太嘉志

栄　香純

業本部　営業部　部長　八木沼　晃

株）　代表取締役　安口　公勉

代表取締役　日詰　眞一

所　営業所長　中村　肇尚

支店　支店長　雨宮　誠

（株）　代表取締役　深山　庸

社会システム営業第一部　社会システム営業

株）　代表取締役　池田　雅一

ンサルタント

ソニツクフアイナンス

アントリース

ル

ルオートリース

ユーシヨンス

ーテクノロシー

シヨンス

ルソリユーシヨンス

シニアリンク

ーチアントコンサルテインク

製本

業務

製品

　情報・通信
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物品業者５０音順一覧表  75 87頁

令和０５年度

三ツ輪産業（株）　甲府営業所　所長　土橋

（有）ミトモ商事　　代表取締役　長沢　博

ミドリ安全山梨（株）　　代表取締役　井口

（株）緑が丘設備　　代表取締役　有泉　勉

（株）港公会計　　代表取締役　井上　大輔

（株）南アルプス　甲府営業所　営業所長　

ミノルサービス　　代表　深澤　佐知子

（有）宮川春光堂本店　　代表取締役　宮川

宮沢牛乳店　　代表　宮沢　武次

（株）雅工業　　代表取締役　浅川　一美

（福）宮前福祉会　　理事長　浅原　浩二

（有）ミートショップ小林　　代表取締役　

（有）ミートタカハシ　　代表取締役　髙橋

（株）向田工業所　　代表取締役　向田　博

（株）夢現舎　　代表取締役　飯田　公司

向山塗料（株）　　代表取締役　向山　明好

（株）ムサシ　東京第一支店　常務取締役支

（株）ムトウ山梨　　代表取締役　大山　昇

（株）ムラウチホビー　　代表取締役　志村

燃料　　調理機器

事務用品　　家具　　電気製品

ゴム・ビニール　　衣料　　ポン

建設資材・木材

その他　　調査・研究

建物管理　　ポンプ　　その他

廃棄物処理

書籍・出版物

食糧品

廃棄物処理

その他

食糧品

食糧品

その他

情報・通信　　イベント企画等　

塗料　　シート　　廃棄物処理

事務用品　　情報・通信　　看板

医療器具　　医薬品　　リース

リース　　イベント企画等　　看

ミツワサンキヨウ

ミトモシヨウシ

ミトリアンセンヤマナシ

ミトリカオカセツヒ

ミナトコウカイケイ

ミナミアルフス

ミノルサーヒス

ミヤカワシユンコウトウホン

ミヤサワキユウニユウテン

ミヤヒコウキヨウ

ミヤマエフクシカイ

ミートシヨツフコハヤシ

ミートタカハシ

ムカイタコウキヨウシヨ

ムケンシヤ

ムコウヤマトリヨウ

ムサシ

ムトウヤマナシ

ムラウチホヒー

0000028784

0000021041

0000021605

0004001128

0004002823

0004001280

0000024204

0000021371

0000032714

0004002693

0004002908

0000021795

0000021796

0004001272

0004002171

0000021199

0000022120

0000021443

0004002107

営業所

市内

市内

市内

県外

営業所

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県外

県外

市内

県外

県内

県外

　直樹

仁

　裕弘

林　満

　大輔

小林　敏

　晃

店長　小林　将治

　伊知郎

テン

プ

　看板・プレート

・プレート

板・プレート
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令和０５年度

村角工業（株）　　代表取締役社長　村角　

ムラタ計測器サービス（株）　　代表取締役

ムラマツ　　代表　村松　元紀

（株）ムラヤマ　　代表取締役　矢倉　俊彦

むろい（株）　　代表取締役社長　室井　泰

（株）メイキョー　　代表取締役　功刀　茂

明星電気（株）　東京事業所　気象防災事業

名鉄観光サービス（株）　立川支店　支店長

（株）明電エンジニアリング　山梨営業所　

（株）明電舎　　常務執行役員　毛綿谷　聡

名糖牛乳　米山販売店　　代表　米山　喜美

（株）名豊　　代表取締役　小池　武史

明友商事（有）　　取締役　橋本　明

（有）明倫堂書店　　代表取締役　佐藤　文

明和工業（株）　長野営業所　営業所長　埋

明和工業（株）　　代表取締役　志村　篤

（株）メエップ　山梨営業所　所長　綱島　

メタウォーター（株）　横浜営業所　所長　

メタウォーターサービス（株）　事業推進本

医療器具

調査・研究　　情報・通信

事務用品　　教材　　シート

家具　　イベント企画等　　その

衣料　　記念品　　寝具

水処理　　農工業薬品　　調査・

計量・測量機器

その他　　イベント企画等

建物管理　　機械器具　　計量・

電気製品　　情報・通信　　計量

食糧品

調査・研究　　その他　　情報・

荒物・金物　　ゴム・ビニール　

書籍・出版物

ポンプ　　その他　　リース

建物管理　　水処理　　医薬品

水処理　　ポンプ　　自動車

電気製品　　水処理　　機械器具

その他　　農工業薬品　　機械器

ムラスミコウキヨウ

ムラタケイソクキサーヒス

ムラマツ

ムラヤマ

ムロイ

メイキヨー

メイセイテンキ

メイテツカンコウサーヒス

メイテンエンシニアリンク

メイテンシヤ

メイトーキユウニユウヨネヤ

メイホウ

メイユウシヨウシ

メイリントウシヨテン

メイワコウキヨウ

メイワコウキヨウ

メエツフ

メタウオーター

メタウオーターサーヒス

0004001257

0004002136

0004000586

0004002881

0004001298

0000021879

0004000305

0000022377

0000030783

0004001732

0000026795

0004001633

0000028821

0000021374

0004000554

0004000047

0003011091

0000036087

0004000063

県外

県外

市内

県外

県内

市内

県外

県外

営業所

県外

市内

県外

県内

県内

県外

市内

営業所

県外

県外

英彦

　村田　叔彦

紀

夫

部営業部　部長　山田　秀樹

　並川　欣史

所長　稲葉　高史

夫

枝

橋　友春

関冶

井出　通敬

部　東日本営業部　部長　程島　信一

マハンハイテン

他

研究

測量機器

・測量機器

通信

　電気製品

具
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メディアシステム（株）　　代表取締役　清

メディアスソリューション（株）　　代表取

（株）メディセオ　山梨支店　支店長　坂本

メディックス（株）　　代表取締役　佐野　

メディフォン（株）　　代表取締役　澤田　

（株）メディブレーン　　代表取締役　小島

（株）メフォス　　代表取締役　長江　孝之

（株）免震テクノサービス　　代表取締役　

メンター　　代表　藤永　俊郎

（有）メンテック調和　　代表取締役　杉山

メンテナンスサービス（株）　　代表取締役

モアシステム（株）　　代表取締役　大林　

モス・ワールド（株）　　代表取締役　早川

（株）望月電気　　代表取締役　望月　正樹

（株）本久　　代表取締役　加藤　章

森久保薬品（株）　山梨グループ　事業部長

（株）モリタ　東京支店　支店長　山北　忠

（株）モリタエコノス　西東京支店　支店長

（株）モリタテクノス　東京支店　支店長　

電気製品　　情報・通信　　ポン

その他

医薬品　　医療器具

廃棄物処理

その他　　調査・研究　　イベン

医療事務　　その他　　調査・研

給食

その他

教材　　電気製品　　情報・通信

建物管理　　水処理　　ポンプ

機械器具　　ゴム・ビニール　　

情報・通信　　その他

ゴム・ビニール

電気製品　　情報・通信

スポーツ用品　　鉄工・板金　　

医薬品　　医療器具

自動車　　ポンプ　　情報・通信

自動車　　自動車修理部品

自動車　　ポンプ　　自動車修理

メテイアシステム

メテイアスソリユーシヨン

メテイセオ

メテイツクス

メテイフオン

メテイフレーン

メフオス

メンシンテクノサーヒス

メンター

メンテツクチヨウワ

メンテナンスサーヒス

モアシステム

モスワールト

モチツキテンキ

モトキユウ

モリクホヤクヒン

モリタ

モリタエコノス

モリタテクノス

0003010350

0004002877

0000021201

0000021880

0004002892

0004002163

0004000112

0004002174

0000036085

0004000101

0004002131

0004002296

0000021607

0004001009

0004001467

0000021200

0000021545

0004000056

0000026753

市内

県外

県内

市内

県外

県外

県外

県外

市内

県内

県内

県外

県外

市内

県外

営業所

県外

県外

県外

水　勝

締役　古木　壽幸

　徹

信男

真弓

　啓太

古畑　成一

　正元

　風間　剛

則久

　力

　市野沢　信成

司

　大山　卓也

小林　功

プ

ト企画等

究

その他

建設資材・木材

部品
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令和０５年度

（株）森田鉄工所　東京営業支店　支店長　

森平舞台機構（株）　　代表取締役　森　健

（株）やおき　　代表取締役　藤本　恭司

八百富士商店　　代表　土橋　兼治

八千代エンジニヤリング（株）　山梨事務所

（株）柳川芳鉄工所　　代表取締役　柳川　

（株）矢野機材　　代表取締役　矢野　憲一

山一窯業（株）　　代表取締役　楳窪　一浩

山岡看板工芸　　代表　山岡　寿夫

山形屋琴三絃店　　代表　日原　仁

（有）山峡商会　　代表取締役　林　彩守

（株）ヤマゲン　　代表取締役　近藤　公一

（有）ヤマシタ　　代表取締役　山下　高輝

（株）ヤマシタ　山梨営業所　所長　中嶋　

山下商事（株）　山梨営業所　所長　田中　

山芝電設（株）　　代表取締役　吉田　祐次

（株）ヤマゼン　　代表取締役　山﨑　公信

（株）ヤマソウ　　代表取締役　大淵　久敬

（株）ヤマダデンキ　山梨営業所　所長　中

その他

その他

清掃　　その他　　自動車

食糧品

調査・研究　　情報・通信　　水

その他

機械器具　　ポンプ　　建設資材

建設資材・木材　　鉄工・板金

看板・プレート　　カップ　　記

教材　　楽器・ミシン　　イベン

その他　　水処理　　廃棄物処理

荒物・金物　　ゴム・ビニール　

燃料

リース　　寝具　　室内装飾

計量・測量機器　　事務用品　　

電気製品

廃棄物処理

水処理　　清掃　　廃棄物処理

電気製品　　家具　　自動車

モリタテツコウシヨ

モリヘイフタイキコウ

ヤオキ

ヤオフシシヨウテン

ヤチヨエンシニヤリンク

ヤナカワヨシテツコウシヨ

ヤノキサイ

ヤマイチヨウキヨウ

ヤマオカカンハンコウケイ

ヤマカタヤコトサンケンテン

ヤマキヨウシヨウカイ

ヤマケン

ヤマシタ

ヤマシタ

ヤマシタシヨウシ

ヤマシハテンセツ

ヤマセン

ヤマソウ

ヤマタテンキ

0000021512

0000022110

0004002195

0004001261

0004001074

0000022032

0000021844

0000021845

0000021740

0004000852

0000032908

0004000090

0000021172

0000021453

0004001764

0000028822

0004001294

0000021896

0004002378

県外

県外

県内

市内

営業所

県内

市内

市内

市内

市内

県内

市内

市内

営業所

営業所

市内

県外

県外

県内

髙品　祥一

輔

　所長　増田　康弘

芳彦

郎

洋二郎

剛

村　宜央

処理

・木材

念品

ト企画等

　農業器具

情報・通信
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（株）ヤマチコーポレーション　　代表取締

（株）山通　　代表取締役　田中　耕司

（株）ヤマト　　代表取締役　滝澤　捷幸

ヤマト運輸（株）　山梨主管支店　主管支店

（株）大和速記情報センター　　代表取締役

（特非）山梨ＩＣＴ＆コンタクト支援センタ

山梨アスコン（株）　　代表取締役　三浦　

（有）ヤマナシイベントサービス　　取締役

山梨貨物自動車（株）　　代表取締役　石澤

（株）山梨環境サービス　　代表取締役　早

（有）山梨環境整備　　代表取締役　三井　

（株）山梨管工業　　代表取締役　立澤　久

山梨管財（株）　　代表取締役　石原　正樹

山梨機材（株）　　代表取締役　重見　一豊

山梨共栄石油（株）　　代表取締役　中込　

（株）山梨クリーンサービス　　代表取締役

山梨グローブシップ（株）　　代表取締役　

（公財）山梨県学校給食会　　理事長　仙洞

山梨県学校給食協同組合　　代表理事　有野

イベント企画等　　リース　　そ

情報・通信　　電気製品

農工業薬品　　建設資材・木材　

運送業務

その他　　情報・通信

情報・通信　　リース　　その他

建設資材・木材

リース　　イベント企画等　　電

運送業務　　その他　　廃棄物処

水処理　　その他　　清掃

清掃　　水処理

水処理

清掃　　水処理　　廃棄物処理

農業器具　　機械器具　　その他

燃料

廃棄物処理

清掃　　警備　　建物管理

食糧品

食糧品　　給食

ヤマチコーホレーシヨン

ヤマツウ

ヤマト

ヤマトウンユ

ヤマトソツキシヨウホウセン

ヤマナシアイシーテイアント

ヤマナシアスコン

ヤマナシイヘントサーヒス

ヤマナシカモツシトウシヤ

ヤマナシカンキヨウサーヒス

ヤマナシカンキヨウセイヒ

ヤマナシカンコウキヨウ

ヤマナシカンサイ

ヤマナシキサイ

ヤマナシキヨウエイセキユ

ヤマナシクリーンサーヒス

ヤマナシクローフシツフ

ヤマナシケンカツコウキユウ

ヤマナシケンカツコウキユウ

0004002695

0003032816

0004000588

0000028179

0000028811

0004000855

0004001728

0004001483

0000021971

0004001416

0000024070

0004001944

0000021677

0004000698

0000021173

0000021882

0003021680

0000021809

0000022019

県外

市内

県内

県内

県外

市内

県内

市内

県内

県内

市内

市内

市内

県内

市内

市内

市内

市内

県内

役　山地　章夫

長　杉澤　良

　津田　健司

　ー　理事長　金成　葉子

勝実

　中屋　章

　啓一郎

川　ひろみ

龍彦

徹

　功刀　鉄也

本宮　健志

田　和男

　義人

ター

コンタクトシエンセンター

シヨクカイ

シヨクキヨウトウクミアイ

の他

　鉄工・板金

気製品

理



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  80 87頁

令和０５年度

山梨県学校給食パン協同組合　　代表理事　

（株）山梨県環境科学検査センター　　代表

（一社）山梨県環境管理協会　　代表理事　

（一財）山梨県教職員互助組合　　理事長　

山梨県クリーンエネルギー推進機構（株）　

（一社）山梨県計量士会　　代表理事　清水

（公社）山梨県建設技術センター　　理事長

（一社）山梨県建築設計協会　　代表理事　

山梨県古紙リサイクル協同組合　　代表理事

山梨県消防設備保守点検業協同組合　　代表

（一社）山梨県食品衛生協会　　代表理事　

（一財）山梨県森林土木コンサルタント　　

山梨県青果商業協同組合　　代表理事　末木

山梨建築設計監理事業協同組合　　代表理事

山梨県土地改良事業団体連合会　　会長　内

山梨県ビルメンテナンス協同組合　　代表理

（特非）山梨県見守りセンター　　理事長　

（一社）山梨県木材協会　　代表理事　天野

（株）山梨広告運送　　代表取締役　大柴　

食糧品

水処理　　調査・研究　　その他

調査・研究

その他

電力

その他

調査・研究　　情報・通信　　リ

調査・研究

廃棄物処理　　廃品　　荒物・金

建物管理　　ポンプ

水処理　　調査・研究　　その他

その他

その他

調査・研究

情報・通信

清掃　　水処理　　建物管理

情報・通信　　電気製品　　その

建設資材・木材　　家具　　記念

運送業務

ヤマナシケンカツコウキユウ

ヤマナシケンカンキヨウカカ

ヤマナシケンカンキヨウカン

ヤマナシケンキヨウシヨクイ

ヤマナシケンクリーンエネル

ヤマナシケンケイリヨウシカ

ヤマナシケンケンセツキシユ

ヤマナシケンケンチクセツケ

ヤマナシケンコシリサイクル

ヤマナシケンシヨウホウセツ

ヤマナシケンシヨクヒンエイ

ヤマナシケンシンリントホク

ヤマナシケンセイカシヨウキ

ヤマナシケンチクセツケイカ

ヤマナシケントチカイリヨウ

ヤマナシケンヒルメンテナン

ヤマナシケンミマモリセンタ

ヤマナシケンモクサイキヨウ

ヤマナシコウコクウンソウ

0004002909

0000022043

0004001101

0000032874

0004002143

0004000863

0000024741

0004001331

0000035041

0004002150

0000001004

0004002115

0000023242

0004001349

0004000763

0000021678

0004000807

0004001120

0004000352

市内

県内

市内

市内

市内

県内

市内

市内

県内

市内

市内

県内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県内

輿石　輝夫

取締役社長　小澤　一昭

金丸　三郎

武藤　郁夫

　代表取締役　川口　弘之

　健次

　丹澤　彦一

佐野　正秀

　藤巻　一史

理事　近野　浩士

細谷　憲二

理事長　東條　初恵

　泰

　佐野　正秀

藤　久夫

事　坂本　哲司

長坂　正彦

　公夫

正岳

シヨクハンキヨウトウクミア

クケンサセンター

リキヨウカイ

ンコシヨクミアイ

キースイシンキコウ

イ

ツセンター

イキヨウカイ

キヨウトウクミアイ

ヒホシユテンケンキヨウキヨ

セイキヨウカイ

コンサルタント

ヨウキヨウトウクミアイ

ンリシキヨウキヨウトウクミ

シキヨウタンタイレンコウカ

スキヨウトウクミアイ

ー

カイ

ース

物

他

品
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物品業者５０音順一覧表  81 87頁

令和０５年度

山梨交通（株）　　代表取締役社長　雨宮　

（株）山梨興農　　代表取締役　芦沢　昇平

（株）山梨施設管理　　代表取締役　丸茂　

山梨住環コンサル（株）　　代表取締役　小

山梨消防ポンプ　　代表　若月　剛

（株）山梨新興徽章　　代表取締役　桜井　

（株）山梨新報社　　代表取締役　樋口　正

山梨スズキ販売（株）　　代表取締役　諏訪

山梨スチール（株）　　代表取締役　藤森　

山梨総合管財事業協同組合　　代表理事　三

（公財）山梨総合研究所　　代表理事　今井

（有）山梨損保サービス　　取締役　齊藤　

山梨ダイハツ販売（株）　　代表取締役　中

山梨中銀経営コンサルティング（株）　　代

山梨中銀ディーシーカード（株）　　代表取

山梨中銀リース（株）　　代表取締役　輿水

（有）山梨電気商会　　代表取締役　小野　

山梨東海（株）　　代表取締役社長　酒井　

山梨トヨタ自動車（株）　　代表取締役　佐

運送業務　　その他

種苗・造園　　農工業薬品　　農

水処理　　清掃　　廃棄物処理

廃棄物処理

ポンプ

カップ　　記念品　　デパート

印刷・製本　　書籍・出版物　　

自動車　　自動車修理部品

農業器具　　ゴム・ビニール　　

建物管理　　清掃　　水処理

調査・研究

保険

自動車　　リース

調査・研究

その他

リース

建物管理　　電気製品　　その他

水処理　　廃棄物処理　　その他

自動車　　自動車修理部品

ヤマナシコウツウ

ヤマナシコウノウ

ヤマナシシセツカンリ

ヤマナシシユウカンコンサル

ヤマナシシヨウホウホンフ

ヤマナシシンコウキシヨウ

ヤマナシシンホウシヤ

ヤマナシススキハンハイ

ヤマナシスチール

ヤマナシソウコウカンサイシ

ヤマナシソウコウケンキユウ

ヤマナシソンホサーヒス

ヤマナシタイハツハンハイ

ヤマナシチユウキンケイエイ

ヤマナシチユウキンテイーシ

ヤマナシチユウキンリース

ヤマナシテンキシヨウカイ

ヤマナシトウカイ

ヤマナシトヨタシトウシヤ

0000022374

0000021719

0000021884

0000021885

0000021482

0000021634

0004000596

0004000640

0000021505

0004002011

0000027813

0004000152

0000021537

0000030840

0004000826

0000021935

0004002814

0000021888

0000021538

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

県内

市内

正英

元

林　豊彦

賢二

俊

　求

隆支

神　浩太

　久

利彦

島　健二

表取締役　簗田　裕彦

締役　松野　哲治

　洋一

勝正

隆光

々木　宏明

キヨウキヨウトウクミアイ

シヨ

コンサルテインク

ーカート

業器具

情報・通信

機械器具
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  82 87頁

令和０５年度

山梨トヨペット（株）　　代表取締役　髙野

（有）山梨ドローンテクノロジー　　代表取

山梨日化サービス（株）　　代表取締役　片

（株）山梨ニューメディアセンター　　代表

山梨燃料（株）　　代表取締役　根岸　博一

（有）山梨ハウスクリーニング　　代表取締

山梨パナソニックシステム（株）　　代表取

山梨日野自動車（株）　　代表取締役社長　

山梨富士（株）　　代表取締役社長　武藤　

（株）山梨フジカラー　　代表取締役社長　

（公財）山梨文化財研究所　　理事長　冲永

（有）山梨防災商事　　代表取締役　伊藤　

（株）山梨北研　　代表取締役　河口　光賀

（株）山梨ボーリング　　代表取締役　堀内

（株）山梨毎日広告社　　代表取締役　向山

山梨みらい農業協同組合　　代表理事組合長

山梨モーターガス（株）　　代表取締役　飯

山梨ヤクルト販売（株）　　代表取締役社長

（株）山梨リース　　代表取締役　渡邉　哲

自動車　　自動車修理部品　　リ

その他

水処理

情報・通信

燃料

水処理　　清掃　　その他

電気製品　　情報・通信　　事務

自動車　　自動車修理部品

電気製品　　機械器具　　計量・

看板・プレート　　その他　　カ

調査・研究

ポンプ　　建物管理

水処理　　その他

ポンプ

その他　　情報・通信

燃料　　農工業薬品　　種苗・造

燃料

食糧品

荒物・金物　　リース　　室内装

ヤマナシトヨヘツト

ヤマナシトローンテクノロシ

ヤマナシニツカサーヒス

ヤマナシニユーメテイアセン

ヤマナシネンリヨウ

ヤマナシハウスクリーニンク

ヤマナシハナソニツクシステ

ヤマナシヒノシトウシヤ

ヤマナシフシ

ヤマナシフシカラー

ヤマナシフンカサイケンキユ

ヤマナシホウサイシヨウシ

ヤマナシホツケン

ヤマナシホーリンク

ヤマナシマイニチコウコクシ

ヤマナシミライノウキヨウキ

ヤマナシモーターカス

ヤマナシヤクルトハンハイ

ヤマナシリース

0000021539

0004002697

0000026813

0003031346

0000021175

0000021679

0000021328

0000021540

0000036086

0000021741

0000024892

0000021484

0004000136

0000021485

0000024210

0000021141

0000021176

0000021810

0004001216

市内

県内

県内

市内

市内

市内

県内

県内

市内

市内

県内

市内

県内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

　孫左ヱ門

締役　小澤　康人

田　英希

取締役　奈良田　伸司

役　古屋　孝治

締役　渡邉　良樹

飯室　允敬

健二

室井　悦夫

　佳史

孝徳

　久

　隆一

　萩原　爲仁

島　洋一

　上田　文彦

也

ー

ター

ム

ウシヨ

ヤ

ヨウトウクミアイ

ース

用品

測量機器

メラ

園

飾
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  83 87頁

令和０５年度

ヤマハサウンドシステム（株）　　代表取締

（有）山宮造園　　代表取締役　山宮　一哲

山宮モータース　　代表　鷹野　富正

（株）ヤマモト　　代表取締役　山本　文洋

（有）山本荒物店　　代表取締役　山本　仁

（有）山本音響工事　　代表取締役　山本　

山本薫公認会計士事務所　　代表　山本　薫

（株）山守人　　代表取締役　弭間　亮

（株）ユアーズ静岡　　代表取締役　髙田　

（有）由井コピーサービス　　取締役　和田

（株）ユイテック　　代表取締役　森　康成

ＹＵＩホールディングス（株）　　代表取締

遊具診断山梨　　代表　市川　厚

友研創育社　　代表取締役　高橋　健次

湯澤工業（株）　　代表取締役　湯沢　基

（株）ユニオックス　　代表取締役　高村　

（株）ユニ機工　　代表取締役　浪江　圭子

（株）ユニセン　　代表取締役社長　河阪　

（株）ユニティー　　代表取締役　高村　隆

その他

種苗・造園　　建設資材・木材　

自動車　　自動車修理部品

その他

荒物・金物　　塗料　　農工業薬

リース　　電気製品　　情報・通

その他

その他　　自転車　　リース

警備　　清掃　　建物管理

印刷・製本

ゴム・ビニール

情報・通信　　リース　　その他

その他　　スポーツ用品　　教材

教材　　スポーツ用品　　書籍・

廃棄物処理　　燃料

自動車　　リース　　自動車修理

その他

衣料　　リース　　その他

自動車　　リース　　自動車修理

ヤマハサウントシステム

ヤマミヤソウエン

ヤマミヤモータース

ヤマモト

ヤマモトアラモノテン

ヤマモトオンキヨウコウシ

ヤマモトカオルコウニンカイ

ヤマモリヒト

ユアースシスオカ

ユイコヒーサーヒス

ユイテツク

ユイホールテインクス

ユウクシンタンヤマナシ

ユウケンソウイクシヤ

ユサワコウキヨウ

ユニオツクス

ユニキコウ

ユニセン

ユニテイー

0000022105

0004001925

0000023999

0004001015

0000021226

0004002464

0004002342

0004002740

0004000516

0000001074

0004002483

0004002446

0004000524

0000034450

0000025790

0000030821

0004002119

0000022022

0004002856

県外

市内

市内

県外

市内

県内

県内

県内

県外

市内

県外

市内

県内

市内

県内

市内

県外

市内

県内

役　平井　智勇

一

雅美

学

　牧男

役　金成　葉子

昇二

義光

義

ケイシシムシヨ

　生花

品

信

出版物

部品

部品
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  84 87頁

令和０５年度

ユニファ（株）　　代表取締役　土岐　泰之

（株）ユニマットライフ　甲府営業所　所長

（株）ＵＲリンケージ　　代表取締役　西村

（株）ユーティーワイ企画　　代表取締役　

（株）ユーテック　　代表取締役　内田　数

ＵＢＥ三菱セメント（株）　横瀬工場　工場

（有）幼材社　　代表取締役　矢野　薫永

横河ソリューションサービス（株）　環境シ

ヨコトク（株）　　代表取締役　並木　則夫

横浜金属商事（株）　神奈川事業所　取締役

（株）ヨコハマタイヤサービス甲信　　代表

吉澤タイヤ（株）　　代表取締役　吉澤　昌

（株）吉田生物研究所　　代表取締役　吉田

依田印刷社　　代表　依田　隼人

（株）依田商店　　代表取締役　依田　道徳

（株）ヨネヤ　　代表取締役　清水　伸太郎

（株）米山　　代表取締役　米山　忠行

（株）米山家具店　　代表取締役　米山　久

米山鶏肉店　　代表　米山　幸貴

その他　　医療器具

食糧品　　事務用品

調査・研究　　イベント企画等　

イベント企画等　　看板・プレー

電気製品　　情報・通信　　カメ

廃棄物処理

教材　　衣料　　事務用品

情報・通信　　計量・測量機器　

その他

その他　　廃品

自動車修理部品

自動車修理部品

その他

印刷・製本

燃料

印刷・製本

自動車修理部品

家具　　室内装飾

食糧品

ユニフア

ユニマツトライフ

ユーアールリンケーシ

ユーテイーワイキカク

ユーテツク

ユーヒーイーミツヒシセメン

ヨウサイシヤ

ヨコカワソリユーシヨンサー

ヨコトク

ヨコハマキンソクシヨウシ

ヨコハマタイヤサーヒスコウ

ヨシサワタイヤ

ヨシタセイフツケンキユウシ

ヨタインサツシヤ

ヨタシヨウテン

ヨネヤ

ヨネヤマ

ヨネヤマカクテン

ヨネヤマケイニクテン

0004002889

0004000650

0004001111

0000022021

0000021297

0004002631

0000021404

0000022146

0004002859

0004000801

0000021588

0000021589

0004001247

0000021108

0000021177

0000021109

0000021590

0000021278

0004002698

県外

営業所

県外

市内

市内

県外

市内

県外

県外

県外

市内

市内

県外

市内

市内

市内

市内

市内

市内

　浅野　武史

　志郎

平岡　豊

人

長　谷村　浩一

ステム本部　本部長　北村　剛

　鈴木　大輔

取締役　三木　和博

子

　浩一

ト

ヒス

シン

ヨ

　看板・プレート

ト　　保険

ラ

　機械器具
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フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  85 87頁

令和０５年度

米山自動車工場　　代表　米山　睦雄

（株）ライク　　代表取締役　渡辺　政由

ＲＩＺＡＰ（株）　　代表取締役社長　瀬戸

（株）ライズファクトリー　　代表取締役　

（株）ライフインナカゴミ　　代表取締役　

（有）ラピス　　代表取締役　野呂瀬　謙一

ラボ（有）　　代表取締役　山田　哲

ラボサービス（株）　　代表取締役　石井　

（株）ラボ・テック　　代表取締役社長　若

ランドブレイン（株）　甲府事務所　甲府事

（株）リィツメディカル　山梨営業所　所長

リエスパワーネクスト（株）　　代表取締役

（株）リクチ漏水調査　　代表取締役　天野

（株）リクルート　　代表取締役社長　北村

リコーリース（株）　　代表取締役　中村　

（株）リサイクル事業団　　代表取締役　加

（株）リサーチアンドソリューション　東京

（株）リジオナル・プランニング・チーム　

龍王産業（株）　　代表取締役社長　相川　

自動車修理部品　　自動車

衣料　　ポンプ　　ゴム・ビニー

その他

書籍・出版物　　記念品　　その

電気製品　　情報・通信　　カメ

清掃

看板・プレート　　室内装飾　　

その他

医薬品　　医療器具　　農工業薬

調査・研究　　イベント企画等　

医療器具

電力

調査・研究

その他　　調査・研究　　イベン

リース

廃棄物処理

情報・通信

調査・研究

建設資材・木材　　その他

ヨネヤマシトウシヤコウシヨ

ライク

ライサツフ

ライスフアクトリー

ライフインナカコミ

ラヒス

ラホ

ラホサーヒス

ラホテツク

ラントフレイン

リイツメテイカル

リエスハワーネクスト

リクチロウスイチヨウサ

リクルート

リコーリース

リサイクルシキヨウタン

リサーチアントソリユーシヨ

リシオナルフランニンクチー

リユウオウサンキヨウ

0000032711

0004001465

0004002867

0004000314

0000021326

0004000302

0000021279

0004002874

0000021458

0004001450

0004001050

0004002473

0004000590

0004001965

0000022353

0004000556

0004002699

0004000120

0000021851

市内

県内

県外

県外

市内

県内

市内

県外

県内

営業所

県内

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県外

県内

　健

戸田　その子

中込　修二

達也

尾　隣

務所所長　田中　元清

　三輪　雄一

　青木　博幸

　智

　吉弘

徳晴

納　忠誠

支社　支社長　児玉　真一

　代表取締役　山本　清治

幹夫

ウ

ン

ム

ル

他

ラ

家具

品

　情報・通信

ト企画等



/

フ リ ガ ナ 業者番号 商 号 ま た は 名 称 地 区 申 請 業 種

物品業者５０音順一覧表  86 87頁

令和０５年度

ＲＹＵ’Ｓ　ＧＡＲＤＥＮ　　代表　望月　

（株）柳正堂書店　　代表取締役　大塚　茂

（株）流通研究所　　代表取締役　村上　充

ＲＥＲＥＸ（株）　　代表取締役　佐藤　俊

（有）ルビー　　代表取締役　中村　由希子

（株）ルフト・メディカルケア　東京支店　

（株）レパスト　　代表取締役　西　剛平

（株）レンタルのニッケン　甲府営業所　所

（有）朗月堂　　代表取締役　須藤　令子

（株）ロード　　代表取締役　樋口　明美

ローレルバンクマシン（株）　甲府営業所　

（有）ワイ・エス・ケイ　　取締役　志村　

（株）ＹＳＫｅ－ｃｏｍ　　代表取締役　浅

（株）ワイ・シー・シー　　代表取締役社長

（株）ワイ・シー・シー・データエントリー

（株）ワイド　　代表取締役　加納　一憲

（株）ＹＢＳ　Ｔ＆Ｌ　　代表取締役社長　

（株）若尾忠男商店　　代表取締役　若尾　

（株）若尾電気　　代表取締役　若尾　喜一

その他　　種苗・造園

書籍・出版物　　教材

調査・研究　　その他　　イベン

廃品

リース　　荒物・金物

その他

給食

リース　　イベント企画等　　機

書籍・出版物

看板・プレート　　ゴム・ビニー

事務用品　　カメラ　　その他

荒物・金物　　リース　　清掃

事務用品　　情報・通信

情報・通信

情報・通信

調査・研究

その他　　運送業務

廃品　　廃棄物処理

ポンプ　　建物管理　　電気製品

リユウスカーテン

リユウセイトウシヨテン

リユウツウケンキユウシヨ

リレツクス

ルヒー

ルフトメテイカルケア

レハスト

レンタルノニツケン

ロウケツトウ

ロート

ローレルハンクマシン

ワイエスケイ

ワイエスケイイーコム

ワイシーシー

ワイシーシーテータエントリ

ワイト

ワイヒーエステイーアントエ

ワカオタタオシヨウテン

ワカオテンキ

0004002739

0000021372

0004000844

0004002839

0004001277

0004002813

0000030875

0000032752

0000021373

0000021849

0004000333

0000028839

0000021044

0000022024

0000022371

0004002828

0004000098

0000021930

0004001603

市内

市内

県外

県内

県内

県外

県外

営業所

市内

市内

営業所

県内

市内

市内

市内

県外

市内

市内

市内

竜之介

邦

支店長　染井　講太朗

長　松中　邦夫

所長　中村　学

裕二

川　順

　長坂　正彦

　　代表取締役社長　長坂　正彦

篠原　公男

逸生

ー

ル

ト企画等

械器具

ル　　塗料



/
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物品業者５０音順一覧表  87 87頁

令和０５年度

ワタキューセイモア（株）　山梨営業所　所

（株）渡辺工業所　　代表取締役　渡辺　一

（株）渡辺商会　　代表取締役社長　渡辺　

渡之　　代表　渡邊　雅夫

ワールドウォーターバッグ（株）　　代表取

（有）ワールドサイン　　取締役　塩澤　主

寝具　　衣料　　室内装飾

建設資材・木材　　ポンプ　　建

自動車修理部品

自動車修理部品

ポンプ

看板・プレート

ワタキユーセイモア

ワタナヘコウキヨウシヨ

ワタナヘシヨウカイ

ワタリ

ワールトウオーターハツク

ワールトサイン

0000021252

0000021850

0000021591

0000021592

0004000148

0004000073

県内

市内

市内

市内

県外

市内

長　伊藤　裕介

郎

浩光

締役　中村　俊夫

税

物管理

1640件


