
№ 商号又は名称 住所

1 （株）内田印刷所 山梨県甲府市中央２－１０－１８

2 （株）長田玉夫商会 山梨県甲府市貢川本町５－２３

3 （株）ムトウ山梨 山梨県甲斐市篠原１９４５

4 （株）進藤設計事務所 山梨県甲府市塩部３－１３－３

5 昭和測量（株） 山梨県甲府市中央３－１１－２７

6 大栄設備（株） 山梨県甲府市下飯田２－１１－１７

7 大成プラスチック工業（株） 山梨県甲府市塩部４－１４－１３

8 寺井木材（株） 山梨県甲府市上石田３－４－１１

9 （株）ライフインナカゴミ 山梨県甲府市丸の内２－４－２０

10 （株）マルモ 山梨県中央市流通団地２－３－５

11 （株）メイキョー 山梨県甲府市徳行２－２－３８

12 （株）ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 山梨県甲府市湯田１－１３－２

13 （株）山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３

14 （株）山梨放送 山梨県甲府市北口２－６－１０

15 （株）イフチーム 山梨県甲斐市富竹新田１８１２－１

16 （株）フロンティアサイトー 山梨県甲斐市竜王１５６０

17 サンリエモア（株） 山梨県中巨摩郡昭和町西条５２０５

18 （株）島田プロセス 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５３４

19 （株）ジャスト 山梨県中巨摩郡昭和町西条３９４－１

20 （株）ファーストビジョン 山梨県甲府市北口２－６－１０

21 （株）プレジァコーポレーション 山梨県甲府市高畑１－２－５

22 トヨタエルアンドエフ山梨（株） 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７０９ー１

23 （株）ホクセイ 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居９６２－２

24 雄測量設計（株） 山梨県甲斐市団子新居３４７

25 清水工機（株） 山梨県南アルプス市上今諏訪７５０

26 （株）日建 山梨県南アルプス市上今諏訪５６４－１

27 （株）スタンプマート 山梨県甲府市大里町４２２７

28 共信冷熱（株） 山梨県甲府市大里町１０９４

29 （株）日本コーイン 山梨県甲府市中町４３０－１

30 （株）サン防災 山梨県笛吹市一宮町坪井１００５

31 （株）ＳＰＣ 山梨県笛吹市石和町河内１７９
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32 （株）山梨環境サービス 山梨県笛吹市一宮町東新居１０６５－１

33 （株）山梨環境サービス 山梨県笛吹市一宮町東新居１０６５－１

34 山都交通（株） 山梨県中央市成島２３８８－２

35 富岳物産（株） 山梨県都留市小形山１５－６

36 富士急バス（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町小立４８３７

37 野沢ビニール興業（株） 山梨県山梨市上神内川５６

38 峡東ケーブルネット（株） 山梨県甲州市塩山上於曽１０７９

39 クロダ（株） 山梨県富士吉田市大明見１－５８－１

40 登り坂石油（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７８７

41 （株）萱沼商事 山梨県富士吉田市下吉田３－３８－１６

42 （株）カナマル 山梨県北杜市小淵沢町５９９９

43 （有）トリオ印刷 山梨県甲府市塩部３－１３－３

44 （有）クリーンアシスト 山梨県甲府市川田町３６－２

45 （有）山口商事 山梨県大月市御太刀１－１５－９

46 （有）山梨環境分析センター 山梨県都留市大幡１１１０

47 関東トータルサービス（有） 山梨県甲府市国玉町９９６－２

48 （有）井出デバリ商店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２６

49 （有）タクト 山梨県韮崎市大草町下條中割７１１－６

50 （株）アスロック 山梨県甲府市大里町１８９５－７

51 雨宮工業（株） 山梨県甲府市荒川２－１３－１

52 （株）カワチヤ装飾 山梨県甲府市相生２－４－２４

53 （株）キリン自動車 山梨県甲府市国母５－１０－１２

54 甲府警備保障（株） 山梨県甲府市下飯田１－４－１１

55 甲信防災設備（株） 山梨県甲府市徳行４－１３－１１

56 甲南緑化（株） 山梨県甲府市高室町７２１

57 （株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３－１－３

58 （株）大黒屋 山梨県甲府市塩部２－２－２８

59 （株）ダスキン山梨 山梨県中巨摩郡昭和町西条２８０２－１

60 ティーエーシー武田消毒（株） 山梨県甲府市徳行３－９－２８

61 （株）東洋インターフェイス 山梨県甲府市中小河原町２８９－４

62 中楯電気（株） 山梨県甲府市大里町６０－２
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63 冨士見工芸（株） 山梨県甲府市飯田２－１６－３

64 （株）星野 山梨県甲府市荒川２－６－４０

65 マコト医科精機（株） 山梨県甲府市飯田１－３－３４

66 （株）マルアイ産機 山梨県甲府市青葉町７－１０

67 （株）森銀 山梨県甲府市住吉４－１４－２１

68 （株）ヤマゲン 山梨県甲府市上町１８６０－３

69 （株）山通 山梨県甲府市飯田５－５－２７

70 （株）ワイ・シー・シー 山梨県甲府市飯田３－１－２

71 甲信日成（株） 山梨県甲斐市玉川２２６

72 （株）伸電工業 山梨県甲斐市富竹新田１６１９－１

73 甲信食糧（株） 山梨県中央市山之神流通団地２－１－２

74 トビアス情報機器（株） 山梨県中央市流通団地３－６－２

75 （株）山梨中央広告社 山梨県中央市西新居３３０－７

76 （株）クリーンベスト 山梨県中央市東花輪104156

77 （株）クリーンベスト 山梨県中央市東花輪104156

78 中央ＯＡサービス（株） 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８５０

79 （株）デジタルアライアンス 山梨県甲府市北口２ー１２ー１

80 オギノ食糧（株） 山梨県甲府市徳行５－１２－１０

81 （株）せんたくクラブ 山梨県笛吹市石和町山崎１３３－４

82 （株）辰己モータース 山梨県中央市浅利３５７１－１

83 （株）アシストエンジニアリング 山梨県中央市布施２１０６－１

84 （株）エコジャパン 山梨県甲府市中央２丁目８－６

85 （株）やおき 山梨県大月市大月町花咲５５７

86 （株）コム 山梨県富士吉田市中曽根４－６－２２

87 （株）ハヤカワ 山梨県富士吉田市上吉田２－１－１０

88 （株）西商店 山梨県韮崎市龍岡町下條南割西原５００－１

89 （株）山梨ミツウロコ 山梨県中央市山之神流通団地２－８－４

90 （株）中央ビルサービス 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１９１４

91 （株）東日本イノアック 山梨県西八代郡市川三郷町大塚７００

92 （株）神宮寺 山梨県甲斐市西八幡４３５０－４

93 （株）ＮｅｏＮ 山梨県山梨市下井尻１４



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品役務）

94 （有）トアシステム 山梨県甲府市山宮町１００２－１４

95 （有）山梨環境整備 山梨県甲府市下曽根町３８３７－８

96 （有）共栄小林 山梨県甲斐市篠原２２０４－１４

97 （有）佐藤設備 山梨県甲斐市西八幡１５２２－１６

98 （有）三井シーズテック 山梨県甲斐市篠原２７４１

99 （有）サンリツ造園土木 山梨県甲府市善光寺町３１３５

100 （有）ループエンジニアリング 山梨県甲府市貢川２－２－１１

101 （有）フジ自販機 山梨県南アルプス市吉田２１７－１

102 （有）印刷エトリ 山梨県都留市中央２－７－２４

103 （有）あずさ緑建 山梨県山梨市上栗原７３３－２

104 （有）ワイ・エス・ケイ 山梨県山梨市大野１７７１－７

105 （有）長田商事 山梨県富士吉田市上吉田東３－３－４３

106 （有）ユニフォームナカムラ 山梨県富士吉田市上吉田２－１－９

107 （有）峡南環境サービス 山梨県南アルプス市戸田９１６－１８

108 （株）日本農産 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島４９８

109 （株）アセラ 山梨県甲府市西高橋町１５６

110 （株）オーナメントサービス 山梨県甲府市国母４－５－７

111 （株）三枝理研 山梨県甲府市城東２－１４－１０

112 （株）サンテレコム 山梨県甲府市中央２－１３－２

113 シキシマ醤油（株） 山梨県中央市山之神流通団地３－１－１

114 （株）少國民社 山梨県甲府市住吉１－１３－１

115 （株）正文堂 山梨県甲府市塩部１－６－９

116 （株）ソフィ 山梨県中巨摩郡昭和町押越６５５－２

117 （株）大成電気 山梨県甲府市美咲１－９－７

118 （株）トミオカテニス 山梨県甲府市善光寺町２９９９

119 （株）日本ネットワークサービス 山梨県甲府市富士見１－４－２４

120 日新トラベルサービス（株） 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５５８－５

121 （株）フォネット 山梨県甲府市下石田２－１０－６

122 山梨交通（株） 山梨県甲府市飯田３－２－３４

123 山梨管財（株） 山梨県甲府市和戸町３５３－２４

124 山梨管財（株） 山梨県甲府市和戸町３５３－２４
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125 （株）山梨施設管理 山梨県甲府市山宮町３２７１－３

126 （株）山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内１－２０－８

127 （株）ユーティーワイ企画 山梨県甲府市湯田２－９－８

128 （株）ワイ・シー・シー・データエントリー 山梨県甲府市飯田３－１－２

129 （株）共立ピー・シー・オー 山梨県甲斐市富竹新田７９３－２

130 （株）オー・エス・ケー 山梨県甲斐市吉沢１０２６－１

131 （株）サンカイゴ 山梨県中央市中楯９１－１

132 （株）河西金属商事 山梨県中巨摩郡昭和町西条４８５

133 （株）環境管理コンサルタント 山梨県甲府市堀之内町４５－１

134 玉観光バス（株） 山梨県甲斐市下今井９１７－１

135 （株）西井電設 山梨県甲斐市島上条１８９２

136 （株）ノナカ 山梨県南アルプス市古市場５０１

137 （株）山扇印刷 山梨県南アルプス市小笠原１６８－６

138 （株）山梨サンエー 山梨県笛吹市一宮町東原９００

139 （株）オフィス山村 山梨県甲府市大里町５２６８

140 （株）トラスト 山梨県甲斐市龍地３７６３－１５

141 （株）ビルド支援センター 山梨県甲府市相生２－１６－２

142 テクノハウス（株） 山梨県都留市戸沢１７０

143 三和防災（株） 山梨県甲府市善光寺３－８－２９

144 市民観光（株） 山梨県山梨市北６０－２

145 （株）古屋興業 山梨県山梨市落合９９６

146 （株）グリップ 山梨県山梨市小原西１１０２－２

147 ツダコマ南関東販売（株） 山梨県富士吉田市下吉田２－２３－１５

148 謹吾紙業（株）甲西営業所 山梨県南アルプス市東南湖７４９

149 （株）邦文堂 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１１９９

150 富士浄化サービス（株） 山梨県富士吉田市小明見４－１１―１１

151 （株）オズ・プリンティング 山梨県甲府市中央３－８－１０

152 （有）甲府スポーツ 山梨県甲府市武田３－１－９

153 （有）清水印刷 山梨県　甲府市住吉１－１２－１１

154 日興事務機（有） 山梨県甲府市徳行５－９－２

155 （有）原田機械設備 山梨県甲府市湯村１－１０－１３



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品役務）

156 （有）山梨防災商事 山梨県甲府市住吉２－６－１６

157 （有）建備 山梨県甲斐市富竹新田５９９－１

158 （有）吉井造園 山梨県甲斐市西八幡４０４４－６

159 （有）スポーツショップウイング 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田７１２

160 （有）晃佑測機 山梨県甲府市貢川本町１８－２０

161 （有）山峡商会 山梨県南アルプス市鮎沢２８２

162 （有）エース警備 山梨県大月市大月町花咲１６３５－９

163 （有）鶴田看板塗装店 山梨県山梨市上神内川１８２－３

164 （有）サンセイトレーディング 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７０３９

165 （有）教材事務機センター 山梨県韮崎市旭町上條中割１８７６

166 （有）ルビー 山梨県韮崎市上ノ山３６４４－６

167 （有）正文堂 山梨県西八代郡市川三郷町岩間２４７６

168 （有）山十製紙 山梨県南巨摩郡身延町西嶋１２１２

169 （合）新世界通り 山梨県富士吉田市富士見１－１－５

170 石川調理機（株） 山梨県甲府市太田町６－６

171 （株）インテリアさの 山梨県甲府市伊勢３－７－８

172 （株）エムアイエー 山梨県甲府市貢川本町44337

173 （株）オオキ 山梨県甲府市中央２－１２－１０

174 五光電工（株） 山梨県甲府市宝１－３６－１

175 （株）三愛印刷 山梨県甲府市宝２－９－７

176 （株）サンニチ印刷 山梨県甲府市北口２－６－１０

177 セコム山梨（株） 山梨県甲府市徳行３－１２－２５

178 セントラル防災（株） 山梨県甲府市徳行４－１２－２

179 日産プリンス山梨販売（株） 山梨県甲府市富竹２－１－２０

180 （株）馬場設計 山梨県甲府市塩部４－１５－８

181 メディアシステム（株） 山梨県甲府市国母８－２１－１５

182 （株）まいづる印刷 山梨県甲府市上町１２２１－１６

183 山梨ダイハツ販売（株） 山梨県甲府市横根町４８

184 山梨グローブシップ（株） 山梨県甲府市伊勢３－５－２４

185 （株）甲府情報システム 山梨県中央市流通団地２－５－１

186 （株）文祥堂オフィスファシリティーズ 山梨県中央市流通団地３－６－２
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187 （株）アースワークス 山梨県甲府市幸町１３－２１

188 （株）山梨県環境科学検査センター 山梨県甲斐市竜王新町２２７７－１２

189 （株）ハートメディカル 山梨県甲府市国母１－１２－３

190 ジット（株） 山梨県南アルプス市和泉９８４－１

191 （株）あさひ警備保障 山梨県甲府市後屋町３６３

192 （株）日新商会 山梨県笛吹市石和町唐柏１２８－２

193 東八防災（株） 山梨県笛吹市御坂町八千蔵２８７－１

194 （株）ＡＫＩ研究所 山梨県笛吹市石和町唐柏６９５－１

195 （株）メディアブレイン 山梨県甲府市下石田２－１４－８

196 雨宮石材興業（株） 山梨県甲州市塩山千野２７８－４

197 （株）アクアメンティナンス 山梨県甲州市塩山下於曽１１７７

198 サンコー電気（株） 山梨県富士吉田市松山１－６－２３

199 （株）シラス自工 山梨県富士吉田市下吉田９－２７－２９

200 （株）前田源商店 山梨県富士吉田市下吉田２－２５－２４

201 フジヤマ（株） 山梨県富士吉田市上吉田４３８１－５

202 旭陽電気（株） 山梨県韮崎市神山町鍋山３００

203 高野産業（株） 山梨県韮崎市下祖母石２２７８

204 （株）地域設計 山梨県韮崎市円野町下円井２２６９

205 （株）東ポン商会 山梨県甲府市七沢町１７４－９

206 （有）ケンソウ 山梨県甲府市国母５－１０－２８

207 （有）宝防災設備 山梨県甲府市千塚２－４－２７

208 （有）敷島観光 山梨県甲斐市大下条９４０－１

209 （有）ターレット 山梨県甲府市上今井町６１９－３

210 穴水（株） 山梨県甲府市城東１－７－２

211 （株）網倉本店 山梨県甲府市相生１－１１－１０

212 （株）金峰商会 山梨県甲府市丸の内３－３２－１

213 協和産業（株） 山梨県甲府市丸の内２－７－１６

214 甲信寺岡オート・ドア（株） 山梨県甲府市増坪町２１６－２６

215 （株）ウインテックコミュニケーションズ 山梨県甲府市北口２－６－１０

216 ネッツトヨタ甲斐（株） 山梨県甲府市朝気３－１０－２１

217 （株）トヨタレンタリース山梨 山梨県甲府市徳行４－１４－１５
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218 東日本通商（株） 山梨県甲府市富竹４－４－１３

219 （株）平塚メディカル 山梨県甲府市飯田２－１９－７

220 明和工業（株） 山梨県甲府市徳行４－９－１５

221 （株）ユニセン 山梨県甲府市青葉町１２－２７

222 （株）柳正堂書店 山梨県甲府市下石田２－２０－１０

223 （株）中通 山梨県甲府市蓬沢１－７７８

224 （株）ヒット 山梨県甲斐市篠原１４３６－１

225 （株）トウワ 山梨県甲府市千塚４－７－１０

226 （株）ビジネスサポート 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６６６

227 （株）山梨フジカラー 山梨県中巨摩郡昭和町西条３５６

228 （株）アクアインターナショナル 山梨県甲府市山宮町３０３７－１７

229 （株）アセラ技建 山梨県甲府市蓬沢町１１７１

230 （株）東甲社 山梨県甲府市新田町９－１２

231 （株）ジャネット 山梨県甲斐市宇津谷４４５－１

232 （株）中澤 山梨県南アルプス市在家塚１２３５

233 （株）アイティードゥ 山梨県甲府市相生１－７－４

234 青柳印刷（株） 山梨県甲斐市長塚５２６

235 （株）小林事務機 山梨県笛吹市石和町今井１８５－２

236 （株）日本友和 山梨県笛吹市一宮町下矢作３９９－１

237 （株）グルービー 山梨県甲府市長松寺３－１４

238 中央環境理研（株） 山梨県南アルプス市小笠原６

239 （株）アンビシャス・コンサルタント 山梨県甲府市中小河原町７０３－１

240 （株）RI's 山梨県甲府市下石田２－１０－６

241 （株）西関東ソイルベスト 山梨県上野原市上野原８６４８

242 （株）冨士美建 山梨県都留市十日市場３　堀口アパート第１－１５

243 （株）樋川翠真堂 山梨県富士吉田市中曽根１－４－２２

244 山叶（株） 山梨県富士吉田市下吉田２－１６－１９

245 （株）熱研メンテナンス 山梨県南都留郡富士河口湖町小立５４５１－３

246 （株）平井屋 山梨県南都留郡西桂町小沼１４０９

247 （株）オルトスタイル 山梨県富士吉田市新西原２－１２－６

248 （株）窪田商店 山梨県富士吉田市下吉田２－４－４０
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249 （株）滝田電気商会 山梨県韮崎市穂坂町宮久保５１４０－１

250 （株）丸富 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１９１－１

251 （株）クリーンアース 山梨県山梨市下井尻３８０

252 （株）クリーンアース 山梨県山梨市下井尻３８０

253 （株）ＦＵＮＮＥＴ 山梨県甲府市宮原町１３５５－７

254 （株）ウォーターワールド松田 山梨県山梨市下井尻３８０

255 （有）武田武藤薬局 山梨県甲府市大手１－２－３

256 （有）中村ポンプ工作所 山梨県甲府市伊勢１－５－１６

257 （有）豊和興業 山梨県甲府市大里町２２１９－５

258 （有）サンテレコムサービス 山梨県甲府市中央２－１３－２

259 （有）河野保険事務所 山梨県富士吉田市上吉田東２－５－３３

260 （有）タイメー 山梨県富士吉田市新町４－１０－１

261 （株）石原グリーン建設 山梨県甲府市高室町269

262 （株）岡島 山梨県甲府市丸の内１－２１－１５

263 （株）ケイ・トゥー・ワン 山梨県甲府市国玉町１１５

264 甲府住宅設備（株） 山梨県甲府市徳行２－１０－４０

265 内藤楽器（株） 山梨県甲府市丸の内１－１７－７

266 （株）ネオスペース 山梨県甲府市山宮町３０３７－１７

267 （株）ふじでん 山梨県甲府市朝気３ー２１ー２９

268 山梨中銀リース（株） 山梨県甲府市武田２－９－４

269 山梨日野自動車（株） 山梨県甲府市酒折１－２－１０

270 （株）フローレン 山梨県甲斐市西八幡１１７４

271 （株）マルヂュ 山梨県甲斐市中下条１２７６

272 （株）日新厨房企画 山梨県中央市山之神流通団地北１

273 むろい（株） 山梨県中央市流通団地１－５－２

274 山梨パナソニックシステム（株） 山梨県中巨摩郡昭和町西条２３３１

275 （株）エム企画 山梨県甲府市蓬沢１－１６－４０

276 （株）ジェップス 山梨県南アルプス市榎原６９１－１

277 環境美化（株） 山梨県上野原市上野原９２１－３

278 （株）佐野印刷 山梨県都留市中央２－７－３

279 （株）ＭＡＲＳ 山梨県大月市大月町真木１８９２－１
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280 山梨通運（株） 山梨県山梨市上石森１０４８

281 （株）吉原明販 山梨県山梨市下神内川１８３－６

282 エルラインライツ（株） 山梨県都留市中央２－８－１３

283 旭石油（株） 山梨県富士吉田市竜ヶ丘２－４－１７

284 （株）羽田印刷 山梨県富士吉田市下吉田４－１２－１７

285 富士冷熱（株） 山梨県富士吉田市上吉田東３ー３ー４３

286 （株）タケカワ 山梨県富士吉田市下吉田４－１４－１１

287 （株）関東技研 山梨県韮崎市穴山町三ツ石８７８６

288 アルファ警備保障（株） 山梨県都留市平栗１５９

289 ラボ（有） 山梨県甲府市朝気１－２－６３

290 （有）峡西警備保障 山梨県南アルプス市曲輪田２０８３

291 （有）丸栄商事 山梨県南アルプス市桃園１０５１

292 （有）タナカ設備 山梨県笛吹市御坂町尾山３２３－１

293 （有）宝観光バス 山梨県都留市大幡４７８８－４

294 （有）サンワオート 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－１４

295 （有）権正畳店 山梨県富士吉田市下吉田東２－１０－１６

296 （株）アサヒ総合サービス 山梨県甲府市中小河原１－１１－１０

297 （株）アドブレーン社 山梨県甲府市北口２－６－１０

298 甲斐日産自動車（株） 山梨県甲府市上今井町７０６

299 功刀自動車（株） 山梨県甲斐市西八幡３７０５

300 （株）三機堂 山梨県甲府市上石田４－１１－８

301 （株）芝保 山梨県甲府市貢川本町１８－２０

302 昭和総合警備保障（株） 山梨県甲府市朝気１－１－５

303 （株）ハギ・ボー 山梨県甲府市上今井町７４０－４

304 （株）フジコー 山梨県甲府市国母８－３０－１４

305 ミドリ安全山梨（株） 山梨県甲府市大手１－２－２１

306 山梨機材（株） 山梨県甲斐市富竹新田７９３－２

307 ウエダ（株） 山梨県甲斐市竜王１３２３

308 山梨貨物自動車（株） 山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１１

309 （株）敷島観光バス 山梨県甲斐市大下条９４０－１

310 （株）トーレイ 山梨県甲府市中町５－１
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311 （株）たけまる 山梨県甲斐市下今井３５３９

312 （株）天一サービス 山梨県甲府市朝日１－９－４

313 ＰａｒｕＰｉ（株） 山梨県甲府市上石田４－１－１０

314 （株）タイキ 山梨県笛吹市一宮町北都塚５２５

315 アドバンステクノロジー（株） 山梨県甲府市丸の内２－２－１ ＣＲＯＳＳ５００ ５Ｆ

316 （株）エーティーエルシステムズ 山梨県甲府市相生１－４－２３

317 （株）ブレイン 山梨県甲府市後屋町５５４－１

318 （株）山梨スポーツ 山梨県大月市御太刀１－１５－９

319 （株）松田衛生 山梨県山梨市下井尻３８０

320 （株）六測 山梨県西八代郡市川三郷町岩間２２７７－１

321 山梨県クリーンエネルギー推進機構（株） 山梨県甲府市堀之内町４５－１

322 （株）エー・ディ・ピー 山梨県甲府市宝２－２１－６　アローズビル２０４号

323 （有）いすずパッケージ 山梨県甲府市大里町２３５－１

324 （有）竜巳一級建築設計事務所 山梨県甲府市蓬沢１－１２－１０

325 （株）ダスキン伊那ダスキン甲斐 山梨県甲斐市富竹新田２２４１－５

326 （有）創美社 山梨県甲斐市宇津谷８７３

327 （有）快適工房 山梨県南アルプス市藤田２９４

328 （有）山梨カレット 山梨県南アルプス市徳永１６８５－１３

329 （有）山本音響工事 山梨県甲斐市竜王４１－２

330 （有）上野原ビルサービス 山梨県上野原市新田３５７－１

331 （有）富士吉田造園 山梨県富士吉田市下吉田４－８－２９

332 （有）バイオテック 山梨県韮崎市大草町下條西割１４１１－１７

333 （株）雨宮建築設計事務所 山梨県甲府市上石田４－７－７

334 （株）エフエム富士 山梨県甲府市川田町アリア１０５

335 大面建設（株） 山梨県甲府市塩部３－２－８

336 （株）オネスト 山梨県甲府市古上条町５０６－３

337 環境機工（株） 山梨県甲府市丸の内２－２６－１０

338 （株）勝沼運送 山梨県中央市山ノ神流通団地３－３－２

339 （株）キムラ 山梨県甲府市国母５－１０－１７

340 共同電設（株） 山梨県甲府市中央２－１０－８

341 甲府ビルサービス（株） 山梨県甲府市池田１－５－９
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342 （株）三友 山梨県甲府市塩部４－５－２３

343 （株）ジャパンメディカル 山梨県中央市乙黒３５４－１１

344 （株）テレビ山梨 山梨県甲府市湯田２－１３－１

345 東洋レーベル（株） 山梨県甲府市中央５－１－２９

346 （株）道路企画 山梨県甲府市下飯田３－６－２

347 日本電子サービス（株） 山梨県甲府市東光寺３－１２－３４

348 日本連合警備（株） 山梨県甲府市後屋町３６３

349 メディックス（株） 山梨県甲府市国母３－１５－２２

350 （株）山梨新興徽章 山梨県甲府市善光寺１－６－８

351 （株）山梨新報社 山梨県甲府市湯田２－９－８　ユー・ティー・ワイ会館２階

352 （株）山梨リース 山梨県甲府市青葉町１１－８

353 （株）ＹＢＳ　Ｔ＆Ｌ 山梨県甲府市北口２－６－１０

354 （株）ニシノ建設管理 山梨県甲斐市竜王１４８８－２

355 （株）渡辺工業所 山梨県甲府市国母５－９－２４

356 交通工業（株） 山梨県中央市若宮４４－１

357 （株）アクアテック 山梨県中巨摩郡昭和町河西１６３９ー１０

358 （株）ソフトケン 山梨県甲斐市富竹新田８０２－２

359 （株）芦安観光トラベルサービス 山梨県南アルプス市六科１５８７

360 日東物産（株） 山梨県南アルプス市下今諏訪４２３

361 （株）石和植木 山梨県笛吹市石和町川中島３７８

362 （株）三和リース 山梨県笛吹市御坂町成田２４３６

363 鈴健興業（株） 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２－８

364 日星（株） 山梨県甲府市酒折１－１－１１

365 （株）市陸 山梨県中巨摩郡昭和町河西１３２７

366 （株）中央エコテック 山梨県甲府市相生１－９－３長坂ビル３Ｆ

367 （株）中央エコテック 山梨県甲府市相生１－９－３長坂ビル３Ｆ

368 （株）南アルプス 山梨県南アルプス市下高砂３４３－３

369 （株）プリモ 山梨県上野原市八ツ沢６８９

370 （株）カネキ自動車 山梨県都留市つる１－３－２９

371 甲州タクシー（株） 山梨県甲州市塩山上於曽１８５８

372 （株）三興山梨 山梨県甲州市勝沼町勝沼２９９３
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373 新倉観光バス（株） 山梨県富士吉田市新西原３－１４－１６

374 北富士オリジン（株） 山梨県富士吉田市大明見１２６１

375 （株）日本ツーリスト 山梨県富士吉田市緑ケ丘１－１－１３

376 登り坂ホテル（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７８７

377 ホンダ自動車販売（株） 山梨県富士吉田市中曽根４－５－１５

378 マルシン石油（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６８０８

379 （株）内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９

380 （株）リョーウン 山梨県韮崎市富士見３－１３－２８

381 （有）アウティングプロダクツ　エルク 山梨県甲府市徳行４－１３－９

382 （有）川口商会 山梨県甲府市西高橋町３７３－６

383 （有）スエキ文具堂 山梨県甲府市青沼１－１－８

384 （有）朗月堂 山梨県甲府市貢川本町１３―６

385 （有）いち囲 山梨県甲斐市竜地３０２８

386 （有）平穂医科器械 山梨県南アルプス市大師２４４－１３

387 （有）ラピス 山梨県南アルプス市百々１６４２－６７

388 （有）中央美装サービス 山梨県笛吹市一宮町竹原田１８２４－５

389 （有）廣瀬商事 山梨県笛吹市石和町広瀬３２９－２

390 （有）土橋商店 山梨県山梨市上神内川４５５－１

391 （有）鮎川ボイラー商会 山梨県富士吉田市上吉田４５７８－９

392 （有）サンスペースアメニティ 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－１３７

393 （有）マーディー 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－２８８

394 （有）三国屋商店 山梨県富士吉田市下吉田３－２８－１

395 秋山紙販売（株） 山梨県甲府市住吉３－２９－１

396 （株）ジインズ 山梨県笛吹市境川町三椚３０１

397 （株）センティス廿一 山梨県甲府市後屋町３６３

398 第一物産（株） 山梨県甲府市湯田１－１５－１５

399 （株）丹沢電機 山梨県甲府市伊勢１－１０－３

400 日東金属（株） 山梨県甲府市国玉町９１０－１

401 （株）原無線技術研究所 山梨県甲府市相生２－１６－１

402 山梨トヨペット（株） 山梨県甲府市酒折１－１０－３２

403 山一窯業（株） 山梨県甲府市城東５－５－１８
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404 （株）ロード 山梨県甲府市下小河原町２６２

405 （株）コンピュータムーブ 山梨県甲斐市西八幡４２８１－４

406 （株）アドヴォネクスト 山梨県中央市山之神流通団地３－４－５

407 （株）カルク 山梨県中央市乙黒１５８－２

408 （株）ダスキンファイブ 山梨県中央市山之神２０１７－２７

409 （株）山梨毎日広告社 山梨県甲府市蓬沢１－５－８

410 （株）ユニオックス 山梨県甲府市中央３－４－５

411 （株）山梨ニューメディアセンター 山梨県甲府市北口２－６－１０

412 （株）インテリア・東京 山梨県南アルプス市小笠原１２２３－１

413 （株）田丸 山梨県笛吹市石和町唐柏８１１－１

414 （株）小山電気 山梨県笛吹市御坂町成田１７５２－１

415 （株）滝沢電気 山梨県笛吹市八代町南７５５－１

416 エルテックサービス（株） 山梨県笛吹市一宮町国分１０１４－１

417 （株）きあら 山梨県甲斐市龍地６３０２－７

418 （株）ケイビイワイ 山梨県都留市玉川６４２

419 笛吹観光自動車（株） 山梨県山梨市大野１８０３－１

420 （株）オリンピヤスポーツ 山梨県甲州市塩山下於曽１０７３－２

421 （株）アルス 山梨県富士吉田市上吉田東３－２－２２

422 井出電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３８１２

423 テクト（株） 山梨県富士吉田市上吉田２－１－１１

424 中部環境開発（株） 山梨県富士吉田市上吉田４６６５－１

425 （株）内藤 山梨県韮崎市円野町上円井３０２５

426 （株）しのはらポリエチレン 山梨県南アルプス市沢登８０６－１

427 （株）佐野設計 山梨県笛吹市石和町東高橋３７１

428 （株）カムリードスポーツ 山梨県甲斐市西八幡３６４７－２　ロワフルール１階４号

429 アルプス事務機（有） 山梨県甲府市丸の内２－３９－４

430 （有）ミトモ商事 山梨県甲府市大里町２４３２－１

431 （有）玉穂商会 山梨県中央市一町畑１９２

432 明友商事（有） 山梨県甲斐市竜王新町７３２－５

433 （有）戸島造園 山梨県甲斐市西八幡４１５８－６

434 （有）バイパス清果園 山梨県笛吹市一宮町地蔵堂３１０
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435 （株）ヤヒロ商事 山梨県都留市つる５－１０－２０

436 （有）天野印刷所 山梨県甲州市勝沼町勝沼３１１１

437 （有）クリーンワールド 山梨県富士吉田市中曽根３－５－３９

438 （有）河静クリーンサービス 山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１９

439 （有）アクシス環境計画 山梨県北杜市長坂町小荒間１１０２－１５

440 （株）ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町２－２－１

441 （株）日本経営情報システム 北海道札幌市豊平区平岸二条5－２－１４　第５平岸グランドビル６０１号

442 （株）アースワーク 長野県長野市大字柳原２３６１－１２

443 （株）京葉興業甲府支店 山梨県甲府市富士見２－４－３

444 （株）ムサシ東京第一支店 東京都中央区銀座８－２０－３６

445 日本システムケア（株） 東京都品川区東品川２－３－１２

446 三菱電機クレジット（株） 東京都品川区大崎１－６－３

447 （有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７－１１

448 スズメバチ駆除のサイトウ 山梨県南アルプス市加賀美３１６８－１

449 （株）ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央２－１１－９

450 （株）アイタック 東京都千代田区神田須田町１－１８

451 光ビジネスフォーム（株）甲府営業所 山梨県笛吹市石和町東高橋３９０－１

452 島津メディカルシステムズ（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１４　甲府センタービル７Ｆ

453 よりいコンポスト（株） 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山字大谷３５２

454 杉田印刷所 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町５０５

455 東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１

456 （株）和心山梨支店 山梨県甲府市塩部３－３－１８

457 ＮＥＣキャピタルソリューション（株）西東京支店 東京都立川市曙町２－２０－５

458 （株）エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町４－２－２０　エコ計画浦和ビル

459 都築電気（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－４－２３

460 東和薬品（株）甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１５０

461 （株）環境管理センター技術センター 東京都八王子市下恩方町３２３－１

462 （株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８

463 （株）文化財ユニオン 東京都文京区湯島２－１４－２

464 日本教育情報機器（株） 東京都千代田区丸の内３－４－１

465 ウエストロー・ジャパン（株） 東京都港区西新橋３－１６－１１
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466 高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５

467 山梨県学校給食（同） 山梨県甲斐市玉川１３００－１

468 （株）大和速記情報センター 東京都港区新橋５－１３－１

469 （株）総合環境分析山梨営業所 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門字向新田４０２７－２

470 （株）ＪＭＣ東日本支店 東京都目黒区中目黒１－８－８

471 （株）タビックスジャパン山梨支店 山梨県甲斐市西八幡１８６４－１

472 墨東化成工業（株）群馬支店 群馬県太田市原宿町２９００

473 渡辺産業（株） 栃木県日光市町谷１８０２

474 ノダック（株）中部事業所 岐阜県大垣市新田町44316

475 （株）藤江 東京都墨田区両国１－１０－７

476 （株）サンリーク東京支店 東京都北区王子１－２９－１

477 （株）三豊 愛知県豊橋市西山町字西山３２８

478 （株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１

479 （株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１

480 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６

481 （株）野口ポンプ製作所 東京都墨田区菊川１－１３－１４

482 （株）甲信マツダ（株）甲信マツダ 山梨県甲府市国母８－１２－３９

483 （株）フジヤマ山梨営業所 山梨県甲府市中央２－９－２０　タカオカビル３０３

484 日本工営（株）甲府事務所 山梨県甲府市丸の内２－１６－６

485 富士産業（株） 東京都港区新橋５－３２－７

486 （株）テクノプラニング甲信支店 山梨県甲斐市中下条８１７－１

487 （株）ぎじろくセンター東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町９－３　日本橋相互ビル５０５号室

488 ティーメディクス（株） 東京都新宿区西新宿１－２２－２

489 （株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１

490 （株）セブンサービス企画装飾山梨営業所 山梨県甲府市西下条町４１７

491 国際航業（株）山梨営業所 山梨県甲府市上石田３－２０－６－２０３

492 （株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端２－５－４１

493 美光サービス 山梨県甲斐市長塚８７５－３

494 （株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２

495 長島鋳物（株） 埼玉県川口市仲町２－１９

496 飯山陸送（株） 長野県飯山市大字静間２８０－１
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497 豊田興産（株） 長野県中野市大字豊津５０１５

498 エレベーターコミュニケーションズ（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－１６－４　丸栄ビル６階

499 （株）ププルインターナショナル 東京都港区虎ノ門２－２－５

500 （株）シンク本社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４

501 富士ゼロックスシステムサービス（株）公共事業本部　首都圏支店 東京都板橋区坂下１－１９－１

502 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階

503 環境テクノサービス（株） 東京都新宿区左門町１６－１

504 （株）エスイイシイ 東京都江東区佐賀１－１－１６

505 日建リース工業（株）甲府支店 山梨県南アルプス市有野北新田３３４６－７

506 富士通（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

507 （株）アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 長野県松本市梓川倭３８２０－１

508 地中エンジニアリング（株） 埼玉県さいたま市桜区田島５－１９－８

509 （株）ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋２－１－４　日東九段ビル６階

510 日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通１－１－１　神戸メリケンビル３０４

511 トーヨークリエイト（株）山梨北支店 山梨県北杜市長坂町大八田８５４－１

512 （株）匠メディカル 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１４１

513 Ｆ３６０ 山梨県富士吉田市上吉田３－１５－１６

514 （株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央８－３３　サウスコア２０５号室

515 （一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館

516 （株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル

517 （株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村2360289

518 新生マイクロ写真（株） 静岡県三島市松本３０２－１

519 リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４－１

520 （株）元創 東京都新宿区西新宿６－２６－１１　成子坂ハイツ１００２号室

521 富士通リース（株）東京第一営業部 東京都千代田区神田練塀町３

522 （株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田２－１７－２２

523 （株）ソフトウェア･サービス 大阪府大阪市淀川区西宮原２－６－１

524 ジーエムいちはら工業（株）東京営業所 東京都台東区浅草橋５－４－２横山ビル

525 （株）リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合３－２１－２

526 （株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦３－１－２１

527 （株）日本水道設計社甲府営業所 山梨県甲府市城東３－１－１７－２０３
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528 （株）タムラ 東京都江戸川区西一之江４－９－２８

529 平和機械（株） 愛知県名古屋市中区金山２－１－５

530 オリックス資源循環（株） 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３１３

531 ファインアート 山梨県中央市藤巻２１６７－３

532 オガワ企画 静岡県静岡市駿河区曲金２－４－１７

533 塩山防災設備 山梨県甲州市塩山上塩後１０１４‐１

534 日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－４６

535 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２－９

536 （株）環境計量センター山梨検査所 山梨県南アルプス市宮沢１２９－１

537 アキシカ工芸 山梨県甲州市塩山上於曽７７６

538 日本美装（株）山梨支店 山梨県甲府市塩部２－３－２０－１０１

539 リバーホールディングス（株） 東京都千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル１５階

540 三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７－１－１３

541 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１

542 オルガノ（株）環境事業部 東京都江東区新砂１－２－８

543 （株）名豊 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３

544 中日本航空（株）静岡支店 静岡県静岡市駿河区池田８６４

545 （株）松村電機製作所東京支店 東京都台東区池之端２－７－１７　井門池之端ビル

546 総合広告代理店アイキャン 山梨県甲府市青葉町７－１４　司ビル１０１

547 （株）城南メンテナンス 静岡県藤枝市築地３２３

548 小林電気防災 山梨県甲府市太田町１１‐２

549 深澤電気企業所 山梨県甲府市城東１－１１－１８

550 （株）東建社 東京都立川市富士見町１－１５－５

551 （株）図書館総合研究所 東京都文京区大塚３－１－１

552 大成エンジニアリング（株） 東京都新宿区馬場下町１－１

553 （一財）甲南健康福祉協会 山梨県甲斐市玉川２５１－４

554 三和航測（株）甲信支社 山梨県甲府市酒折２－２－７　ＮＦビル

555 ティーペック（株） 東京都台東区上野５－６－１０

556 キヤノンメディカルシステムズ（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内３－２０－７

557 （株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３

558 （株）南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島２７１５－４３
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559 （株）協和エクシオ甲信支店 山梨県甲府市落合町６０２－２

560 （株）大輝山梨支店 山梨県甲府市大里町４１７７

561 （株）アサヒ開発 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町３８１－１

562 （公財）山梨県健康管理事業団 山梨県甲府市宝１－４－１６

563 北海道地図（株）東京支店 東京都千代田区平河町２－６－１　平河町ビル

564 初鹿科学 山梨県笛吹市石和町小石和２７－２

565 中央開発（株）東京支社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５

566 （一社）山梨県食品衛生協会 山梨県甲府市小瀬町１１４５－１

567 リコージャパン（株）販売事業本部山梨支社ＢＰ公共営業部 山梨県中央市山之神流通団地東１

568 ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２－１２０

569 （株）地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原１９２４－２

570 トッパン・フォームズ（株）営業統括本部　営業支援本部 東京都港区東新橋１－７－３

571 ステーショナリー遠藤 山梨県中央市布施２５２６

572 山梨総合管財事業（同） 山梨県甲府市蓬沢１－１６－４０

573 （株）メフォス 東京都港区赤坂２－２３－１

574 富士通Ｊａｐａｎ（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

575 アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０

576 （株）日本漏防コンサルタント関東営業所 埼玉県和光市中央２－６－６

577 （株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町６－１

578 シンフォニアエンジニアリング（株）東京本社 東京都新宿区西新宿２－７－１小田急第一生命ビル

579 デュプロ（株）山梨営業所 山梨県甲府市住吉４－２２－１９

580 （株）ニッコク長野営業所 長野県諏訪郡下諏訪町1710829

581 （公財）山梨総合研究所 山梨県甲府市丸の内１－８－１１

582 （株）ノバーク 福島県郡山市安積荒井２－７５

583 日本給食設備（株）関東事業所 神奈川県相模原市緑区橋本台１－１１－１

584 （株）ノガミ関東支店 千葉県成田市並木町２２１

585 富士急トラベル（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－３５－４

586 （公財）山梨文化財研究所 山梨県笛吹市石和町四日市場字大剣１５６６－２

587 日本フィールド・エンジニアリング（株）山梨支社 山梨県甲斐市竜王新町３２１

588 浜田工業（株） 神奈川県横浜市緑区長津田町４８０５

589 公営事業（株） 東京都中野区中野３－５０－１１
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590 （株）ジェイエスキューブ営業本部 東京都江東区東雲１－７－１２

591 （株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山２－５－１

592 サンコー薬品（株） 東京都大田区南六郷２－２８－４

593 メルテック（株） 栃木県小山市大字梁２３３３－２９

594 西関東機材（株）山梨営業所 山梨県甲斐市名取上河原４９

595 （株）モリタテクノス東日本営業部 千葉県船橋市小野田町１５３０

596 日通商事（株）甲府営業センター 山梨県甲府市丸の内２－２６－１

597 （株）日本テクノ 静岡県静岡市駿河区西脇６１１－１

598 第一法規（株） 東京都港区南青山２－１１－１７

599 フクダライフテック北信越（株）山梨営業所 山梨県甲府市徳行３－１３－２３

600 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６

601 （株）前田製作所山梨営業所 山梨県甲府市国母８－１２－４８

602 東京電力エナジーパートナー（株） 東京都千代田区内幸町１－１－３

603 （株）スマートバリュークラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ 大阪府大阪市中央区道修町３－６－１　京阪神御堂筋ビル１４階

604 新日本空調（株）首都圏事業本部 東京都中央区日本橋浜町２－３１－１

605 日本電算機用品（株）山梨営業所 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１２５５

606 日本通運（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内２－２６－１

607 新菱冷熱工業（株）甲府営業所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

608 双葉産業（株） 東京都八王子市本郷町８－１２

609 スポーツショップモチズキ 山梨県南巨摩郡身延町梅平１５６７

610 あみの教材 山梨県中央市西新居１１－２０

611 アマノ（株）西東京支店 東京都国立市富士見台３－１８－１

612 日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南１－５－１０

613 太陽計測（株）甲府営業所 山梨県甲府市徳行３－１－１３

614 鍋林（株）甲府営業所 山梨県甲府市上阿原町２４０

615 オリエント工業（有） 静岡県沼津市西間門１７２－１

616 （株）トミス 東京都渋谷区代々木２－１５－５

617 （株）電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６－６

618 （株）ミヤケ電池サービス 神奈川県小田原市鴨宮２００

619 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービスサービス事業部　サービス本部 東京都小平市御幸町３２

620 大和化成（株）東京支店 東京都中央区日本橋馬喰町２－６－１０
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621 （株）オオバ山梨営業所 山梨県甲府市北口１－２－１４－８０１

622 太平洋セメント（株）環境事業部 東京都文京区小石川１－１－１

623 （株）湘南ワイパーサプライ山梨支店 山梨県甲府市国母４－１５－１５

624 （株）夢工房 兵庫県神戸市中央区雲井通２－１－９　ＴＳＫＫ神戸４階

625 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８

626 （株）東京航業研究所 埼玉県川越市伊佐沼２８－１

627 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）首都圏部門 東京都中央区銀座８－２１－１

628 （株）ムービーマネジメントカンパニー 東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０　サウスコラム小林ビル８Ｆ

629 （株）環境アセスメントセンター 静岡県静岡市葵区清閑町１３－１２

630 巣守金属工業（株） 広島県広島市南区出島１－３４－７

631 三峰無線（株）西関東支店 神奈川県藤沢市湘南台１－２４－５

632 サンワフーズ（株） 静岡県御殿場市茱萸沢９－１

633 スポーツショップオダギリ 山梨県山梨市上神内川１３５－７

634 コウノスポーツ竜王店 山梨県甲斐市篠原１４２６－８

635 （株）ワイイーシーソリューションズ 横浜市中区山下町２２

636 （株）グリーンエコ東京事務所 東京都北区田端新町３－１４－４　ＮＯＺＡＫＩビル２０１

637 （株）クレステック 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６

638 日本電気（株）甲府支店 山梨県甲府市相生２－３－１６（三井住友海上甲府ビル）

639 （株）メエップ 長野県松本市大字島立１８３６－１０

640 （一社）山梨県環境管理協会 山梨県甲府市堀之内町４５－１

641 ふるや楽器店 山梨県甲府市上石田４－１－３０

642 （株）アクティオ山梨支店 山梨県甲府市上曽根町３０００

643 環境未来（株）山梨検査センター 山梨県中央市流通団地１－６－１

644 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）東京本部 東京都江東区青海１－１－２０

645 （株）環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田５９２－３

646 ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町37005

647 （株）建設技術研究所山梨事務所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

648 シーデーシー情報システム（株） 千葉県千葉市中央区本千葉町４－３

649 （株）日本レップス 神奈川県横浜市中区元浜町３－１５

650 国土地図（株） 東京都新宿区西落合２－１２－４

651 キクヤ 山梨県大月市御太刀１－９－１９
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652 （株）日本環境ビルテック山梨本社 山梨県甲府市朝日１－１－１

653 （株）日比谷アメニス 東京都港区三田４－７－２７

654 山梨ヤクルト販売（株） 山梨県甲府市下飯田１－３－２

655 都留屋 山梨県都留市田野倉２４２

656 （有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松１７７

657 未来のアグリ（株） 北海道札幌市東区北１９条東４－２－１０

658 （特非）ビーグッドカフェ 東京都世田谷区三軒茶屋２－１７－１０　ワタナベビル４階

659 大新東（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－２－３１　大同生命甲府ビル３階

660 シダックス大新東ヒューマンサービス（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－２－３１　大同生命甲府ビル３階

661 毛管浄化システム（株） 東京都板橋区中丸町１１－２　ワコーレ要町ビル

662 八千代エンジニヤリング（株）山梨事務所 山梨県甲府市丸の内２－１４－１３

663 システムズ・デザイン（株） 東京都杉並区和泉１－２２－１９

664 沖電気工業（株）首都圏営業本部 東京都港区芝浦４－１０－１６

665 フジテコム（株）信越営業所 長野県長野市柳町２０５６

666 （株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２－７－３

667 東洋計器（株）松本営業所 長野県松本市和田３９６７－１０

668 アイテック（株）山梨支店 山梨県山梨市小原東１１２－１

669 （株）フクシ・エンタープライズ山梨営業所 山梨県甲府市徳行３－８－２８

670 （株）ソラスト立川支社 東京都立川市錦町２－６－２　ステラＮＫビル２階

671 （株）NHKテクノロジーズ甲府ファシリティ技術事業所 山梨県甲府市飯田１－１－２４　ＯＳＤー３ビル４階

672 （株）ビー・エム・エル山梨営業所 山梨県甲府市住吉５－５－６

673 アルフレッサ（株）甲府支店 山梨県中央市下河東３０１１－１３

674 電気興業（株）中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１

675 共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田７－２５－１９

676 富士ゼロックス多摩（株）山梨事業所 山梨県甲府市国母１－３－７

677 ＮＥＣフィールディング（株）西関東支社甲府支店 山梨県甲府市相生２－３－１６

678 （株）システム環境研究所東京事務所 東京都中央区八丁堀２－２６－９

679 （株）中西製作所長野営業所 長野県長野市東和田２１０－３

680 富士通ネットワークソリューションズ（株）公共営業部 神奈川県横浜市西区高島１－１－２

681 オオサキメディカル（株） 愛知県名古屋市西区玉池町２０３

682 ＥＳＴＣＣＡ 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居２２４３－２
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683 国際チャート（株）本社 埼玉県桶川市赤堀１－３０

684 （株）ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３

685 （株）エルコム 東京都大田区千鳥２－１０－１６

686 シチズンＴＩＣ（株）東京支店 東京都小金井市前原町５－６－１２

687 （株）介護センター花岡甲府店 山梨県甲斐市西八幡３８００－１

688 （特非）エコシティ 山梨県甲府市山宮町３０３７－１７

689 （株）電算システム（株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江１－５８

690 （株）東洋設計東京支社 東京都葛飾区青戸６－１－１

691 （株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央２－４８－５

692 日成ビルド工業（株）甲府営業所 山梨県甲府市徳行４－１４－２２　徳行Ｍビル２－Ａ

693 （株）生態計画研究所 東京都東村山市栄町２－２８－５

694 コンピュータ利用促進（同） 山梨県甲府市幸町１３－２１

695 東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５

696 （特非）茅ヶ岳歴史文化研究所 山梨県北杜市明野町上手５２１７－３

697 （株）プレック研究所 東京都千代田区麹町３－７－６

698 クボタ機工（株）東京支店 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０

699 （株）帝国データバンク甲府支店 山梨県甲府市飯田１－１－２４　ＯＳＤ－３ビル４Ｆ

700 ツネイシカムテックス（株） 広島県福山市沼隈町大字常石１０８３

701 （株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島３－１－２１

702 （株）アイアールエス 東京都新宿区四谷３－１－３

703 アズビル金門（株）東京支社 東京都豊島区北大塚１－１４－３

704 ササキ（株）甲府支店 山梨県甲府市徳行２－１０－３８

705 シダックスコントラクトフードサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘３－６－３

706 有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内３－２－３　丸の内二重橋ビルディング

707 文化シヤッター（株）甲府営業所 山梨県甲府市富士見１－４－３４

708 水道テクニカルサービス（株） 横浜市旭区二俣川１－４５－４５　大高ビル３階

709 ミツウロコグリーンエネルギー（株） 東京都中央区日本橋２－１１－２

710 （株）大丸金属（株）大丸金属 山梨県韮崎市竜岡町下條南割６３５

711 （株）ゼンリン甲府営業所 山梨県甲府市朝日４－３－１１　第２共栄ビル２階

712 （一財）関東電気保安協会山梨事業本部 山梨県甲府市飯田１－１－２４

713 川重環境エンジニアリング（株） 東京都江東区木場２－１７－１２



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品役務）

714 昱（株）東京支店 東京都中央区東日本橋３－４－１４　オザワビル４階

715 （株）フューチャーイン静岡支店 静岡県静岡市葵区黒金町１１－７大樹生命静岡駅前ビル８Ｆ

716 日本ビズアップ（株） 東京都港区東新橋１－５－２

717 （株）千代田甲府営業所 山梨県南アルプス市寺部１４１８－１

718 グリーン環境 山梨県甲斐市大下条１０３３－１０

719 ジークライト（株） 山形県米沢市大字板谷３１５

720 （株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０

721 （株）近畿日本ツーリスト関東甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－１－１

722 （株）アイアールシー・データ・プロ・テクニカ 静岡県静岡市葵区竜南２－１１－４３

723 東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１

724 （福）友和会フレンズ 山梨県甲斐市宇津谷８３３１

725 新倉観光社 山梨県富士吉田市旭２－１０－１１

726 （株）シー・シー・ダブル 東京都新宿区西新宿２－７－１　小田急第一生命ビル１４階

727 （特非）山梨ＩＣＴ＆コンタクト支援センター 山梨県甲府市丸の内２－８－３

728 （一財）ふじよしだ定住促進センター 山梨県富士吉田市富士見１－１－５

729 鈴与商事（株）甲府支店 山梨県甲府市朝気３－２２－１０

730 城山産業（株） 東京都渋谷区西原２－１－４白倉ビル

731 奥山管材機器（株）山梨営業所 山梨県笛吹市一宮町田中１２８９

732 石井化学産業（株） 東京都八王子市緑町４２９－１

733 鎌長製衡（株）東京支店 東京都中央区日本橋１－１４－７　明治安田生命江戸橋ビル

734 小山（株）埼玉営業所 埼玉県所沢市大字中富２５４－２

735 （株）教育ソフトウェア 東京都八王子市横山町１０－２八王子ＳＩＡビル

736 ナカバヤシ（株）東京本社 東京都板橋区東坂下２－５－１

737 日本オーチス・エレベータ（株）東日本支社 東京都文京区大塚２－９－３

738 エコア（株）山梨事業所 山梨県甲府市大里町２０６２

739 中外テクノス（株）山梨営業所 山梨県甲府市朝気２－１－３１　コーポボンバディア１０１号

740 荏原実業（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝２－２１－６　アローズビル

741 新生ビルテクノ（株） 東京都文京区千駄木３－５０－１３

742 岡野薬品（株）山梨事業部 山梨県中巨摩郡昭和町西条６４８

743 グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１　葵タワー１６階

744 （株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８
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745 （株）コジマコジマｘビックカメラ甲府バイパス店 山梨県甲府市中小河原１－１４－１２

746 （株）エスアールエル（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿２－１－１

747 松田産業（株） 東京都新宿区西新宿１－２６－２

748 フジ地中情報（株）東京支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１

749 ホシザキ東京（株）山梨支店 山梨県甲府市下石田２－１２－２２　ホシザキ東京甲府ビル

750 （株）ＪＥＣＣ本社 東京都千代田区丸の内３－４－１

751 （株）パスコ山梨支店 山梨県甲府市丸の内２－３０－２

752 東芝インフラシステムズ（株）東京営業本部 東京都新宿区西新宿６－２４－１

753 日本キャタピラー（合）山梨営業所 山梨県甲斐市下今井４２７

754 （株）モリタ東京支店 東京都港区芝５－３６－７　三田ベルジュビル１９階

755 極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５

756 田中電気（株） 東京都千代田区外神田１－１５－１３

757 サンコーコンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内２－９－１５

758 東日本電信電話（株）東京事業部　山梨支店 山梨県甲府市青沼１－１２－１３

759 石垣メンテナンス（株）東京支店 東京都千代田区丸の内１－６－５

760 丸紅新電力（株） 東京都中央区日本橋２－７－１

761 宮下電気管理事務所 山梨県富士吉田市松山１－４－５

762 ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町44349

763 （株）エネット 東京都港区芝公園２－６－３

764 キヤノンメディカルファイナンス（株） 東京都中央区日本橋人形町２－１４－１０

765 メタウォーターサービス（株）事業推進本部 東京都千代田区神田須田町１－２５

766 （株）パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都品川区上大崎３－１－１

767 （株）ＮＪＳ山梨出張所 山梨県甲府市湯村３－５－１６

768 （株）ミダック 静岡県浜松市東区有玉南町２１６３

769 バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９

770 （株）東京商工リサーチ甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－８－３　丸和ビル２階

771 日本管財（株）本社 東京都中央区日本橋２－１－１０

772 深澤電気管理事務所 山梨県中央市山ノ神１０５７－４５

773 手塚電気管理事務所 山梨県甲府市大里町２９９０－２１

774 カサイ洋品店 山梨県富士吉田市緑ヶ丘２－１－１１

775 （株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９－１
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776 中央エレベーター工業（株） 東京都台東区上野３－４－９

777 三菱電機ビルテクノサービス（株）山梨支店 山梨県甲府市飯田３ー２－４４

778 ワタキューセイモア（株）山梨営業所 山梨県山梨市北１７０９

779 ナブコシステム（株）甲府支店 山梨県甲府市国母８－１５－５

780 第一環境（株） 東京都港区赤坂２－２－１２

781 （株）かんこう 大阪府大阪市城東区野江１－１２－８

782 東京サラヤ（株）東京支店 東京都品川区東品川１－２５－８

783 （株）サイエンス 静岡県静岡市清水区小芝町４－１３

784 真下建設（株）蓮田支店 埼玉県蓮田市西新宿２－１１７

785 管清工業（株）神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区川井本町６６

786 （株）カンエイメンテナンス山梨支店 山梨県甲斐市玉川１６０２－４

787 （株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト東海支店 愛知県名古屋市中区新栄町２－１０

788 サンコー防災（株） 静岡県富士市永田北町９－１５

789 （株）マルゼン山梨営業所 山梨県甲府市武田３－２－１８

790 大和リース（株）山梨営業所 山梨県甲府市国母８－２１－１

791 遊具診断山梨 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１５２６－９

792 （株）ウォーターエージェンシー山梨営業所 山梨県南アルプス市東南湖８９０

793 アート引越センター長野（株） 長野県上田市上丸子３０５－１

794 （株）メディセオ山梨中央支店 山梨県中央市山之神流通団地北２

795 東海埠頭（株） 静岡県静岡市清水区横砂４０８－１３

796 （株）日本インシーク神奈川営業所 神奈川県横浜市中区不老町１－４－４

797 ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２

798 富士建物管理（株） 東京都立川市羽衣町３－８－１１

799 燦クリーン（株） 埼玉県所沢市小手指町１－４２－２４

800 ＮＥＣネッツエスアイ（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生２－３－１６　三井住友海上甲府ビル

801 （株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町２－１０－１

802 太平ビルサービス（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７Ｆ

803 川重商事（株）東京本社 東京都千代田区神田錦町３－１３

804 明和工業（株）長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４８１－１

805 （株）タクマ東京支社 東京都港区芝浦３－９－１

806 富士電気興業（株） 東京都中央区日本橋馬喰町１－６－３
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807 （株）前澤エンジニアリングサービス関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１

808 （株）富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７

809 （株）テクノ菱和甲府営業所 山梨県甲府市徳行１－１７－３２

810 三菱電機プラントエンジニアリング（株）社会システム営業第一部 東京都台東区東上野５－２４－８

811 （株）内田洋行営業統括グループ 東京都江東区東陽２－３－２５

812 綜合警備保障（株）山梨支社 山梨県甲府市太田町８－１

813 八光海運（株） 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１

814 （株）明電エンジニアリング静岡支店　山梨営業所 山梨県甲府市城東３－１５－１１

815 （有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８－１

816 東海リース（株）横浜支店 神奈川県横浜市中区弁天通４－５９

817 日立造船（株）東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３

818 （株）西原環境東京・東北支店 東京都港区海岸３－２０－２０

819 愛知時計電機（株）東京支店 東京都新宿区西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階

820 共和化工（株）関東支店 東京都品川区西五反田７－２５－１９

821 ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海１－８－１１

822 アムコン（株） 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６

823 ナカノ（株）山梨営業所 山梨県中央市臼井阿原７９０

824 （株）静環検査センター甲府支店 山梨県甲府市徳行３－４－８

825 昭和（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝１－１３－２

826 日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋１－５－２

827 （株）協和コンサルタンツ山梨営業所 山梨県甲府市中央２－２－１０　メルヴェール中央１０１

828 （株）堀内製作所 山梨県山梨市落合２７１－２

829 （株）エイエイピー三島支店 静岡県田方郡函南町上沢１５５

830 信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０

831 ムラマツ 山梨県甲府市国玉町７８８－１６

832 ブリング夢屋 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町３４９２－４４

833 （株）カイテック 東京都新宿区住吉町１－１５

834 （株）日本旅行甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－２９－４　明治安田生命甲府ビル１階

835 丸十平林製パン 山梨県甲斐市富竹新田１２０８－１

836 （株）サニクリーン甲信越山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７３６－１

837 （一社）山梨県公共嘱託登記司法書士協会 山梨県甲府市北口１－６－７



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品役務）

838 東武トップツアーズ（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７階

839 （株）第一興商山梨支店 山梨県甲府市国母５－５－１２

840 アクティブ設備管理 山梨県富士吉田市下吉田３－３９－６

841 アポロ印刷 山梨県甲州市塩山上於曽４３９－２

842 （株）中央メディカル山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町押越２２９１

843 山梨県ビルメンテナンス（同） 山梨県甲府市大里町１９２８

844 （有）藤森金物商店 山梨県甲府市丸の内２－９－１０

845 ミナミ防災設備 山梨県甲斐市長塚８８９－５

846 帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区霞が関３－２－１

847 中山ユニホーム中山ユニホーム 山梨県甲府市中央４－１－２６

848 日本カービルト（株） 山梨県笛吹市境川町大坪２８５

849 アクタス税理士法人 東京都港区赤坂３－２－６

850 （株）ティエスジー 東京都港区浜松町２－７－１６

851 （株）日立ビルシステム首都圏支社 東京都千代田区神田淡路町２－１０１

852 東京コンピュータサービス（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０　東部穴水ビル

853 テスコ（株） 東京都千代田区西神田１－４－５

854 住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田７－１０－４

855 三和シヤッター工業（株）甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５００－１

856 大倉工業（株）東京支店 東京都豊島区東池袋３－１３－２

857 （株）データベース甲府営業所 山梨県甲府市塩部３－７－１９

858 パナソニック産機システムズ（株）首都圏支店 東京都墨田区押上１－１－２

859 （特非）山梨県安心安全見守りセンター 山梨県甲府市中央２－１３－２

860 （株）馬渕商事 東京都目黒区平町１－１６－２４

861 （株）システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３

862 （株）デイリー・インフォメーション 東京都台東区東上野４－８－１　ＴＩＸＴＯＷＥＲ　ＵＥＮＯ

863 （一財）高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１

864 （株）島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

865 （有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨１－１４－３藤ビル３０３

866 （株）オークス 東京都渋谷区代々木２－７－７

867 玉野総合コンサルタント（株）山梨事務所 山梨県甲府市上小河原町１０４１　Ｔ・ビル３階

868 いであ（株）山梨営業所 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰５０６－２９６　紅葉丘２－４１
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869 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１‐６‐２３

870 （一社）山梨県木材協会 山梨県甲府市徳行４－１１－２０

871 （株）アート技研山梨支店 山梨県上野原市八ツ沢１５４６

872 （株）東京サービス山梨支店 山梨県上野原市新田３５７－１

873 弘成防災設備 山梨県甲府市下飯田２－１２－２１

874 （株）ＪＴＢ甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１４　甲府センタービル５階

875 （株）正直堂本部・中央支店 山梨県中央市流通団地１－４－３

876 （株）アダストサービスベンダー事業部 山梨県韮崎市大草町上條東割５１７－２

877 （有）パイプドクター（有）パイプドクター 山梨県甲斐市篠原４９９－３

878 富士観光開発（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－１－１２

879 三立処理工業（株） 神奈川県川崎市川崎区浅田４－１６－７

880 タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

881 （株）東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０

882 （株）アルカディア 大阪府箕面市箕面６－３－１

883 （株）システムインナカゴミ 山梨県中央市山之神流通団地１－８－２

884 甲陽建機リース（株）イベント部 山梨県甲府市国玉町７９７

885 日之出観光自動車（株）広瀬営業所 山梨県笛吹市石和町広瀬２１１－３

886 豊前医化（株）豊前医化（株）営業本部 山梨県中央市乙黒１０７－６

887 （有）ヤナイスポーツ 山梨県都留市上谷１－３－１０

888 （株）中央設計技術研究所山梨事務所 山梨県甲府市山宮町３３７１－９１

889 望月建築設計事務所 山梨県甲府市下石田２－６－１２

890 山梨建築設計監理事業（同） 山梨県甲府市丸の内１－１４－１９

891 ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町１－２－１０

892 （一社）山梨県建築設計協会 山梨県甲府市丸の内１－１４－１９

893 （株）森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台１－４－２１ＫＴＤキョーワビル小作台

894 （株）国際開発コンサルタンツ 東京都新宿新宿６－２７－５６

895 セントラルコンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝１－６－５

896 カワニシ建築設計事務所 山梨県甲府市伊勢４－４０－５

897 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２

898 東日本三菱自動車販売（株）東日本三菱自動車販売（株）　支店 山梨県甲府市青葉町３－１１

899 （株）三水コンサルタント山梨事務所 山梨県甲斐市大下条３７２－１６
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900 冨士機材（株）甲府支店 山梨県甲府市中小河原町５５０－１

901 いすゞ自動車首都圏（株）山梨支社　甲府支店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７５１－２８

902 ニチレキ（株）静岡営業所 静岡県富士市厚原２２６６

903 大成機工（株）東京支店 東京都中央区日本橋１－２－５栄太楼ビル７階

904 タイムズ２４（株） 東京都品川区西五反田２－２０－４

905 ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区笹塚１－５０－１

906 （株）ぎょうせい関東支社 東京都江東区新木場１－１８－１１

907 日本機械工業（株）本社営業部 東京都八王子市中野上町２－３１－１

908 横浜金属商事（株）神奈川事業所 神奈川県相模原市中央区田名３６５６－４

909 ジェイズ・テレコムシステム（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－２－２６

910 （株）富士植木山梨支店 山梨県山梨市上栗原９４５

911 （株）日立システムズ関東甲信越支社　営業本部　第一営業部 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５

912 野村興産（株） 東京都中央区日本橋堀留町２－１－３

913 （株）コーエー東京支店 東京都中央区日本橋人形町１－１８－９

914 （株）工業複写センター 静岡県静岡市葵区川合３－２６－２２

915 山梨トヨタ自動車（株）甲府アルプス通り店 山梨県甲府市徳行１－９－５

916 （株）エイト山梨支店 山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐字札木８１３

917 （株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５

918 （株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋４－９－４

919 （株）東洋設計事務所山梨出張所 山梨県甲斐市竜王１６６６－１

920 三井共同建設コンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内１－２－９

921 （株）白岩設計山梨事務所 山梨県富士吉田市上吉田７－３－９

922 日本水工設計（株）山梨事務所 山梨県甲府市富士見１－２２－１１

923 （株）環境技術センター山梨営業所 山梨県甲斐市島上条７４７－１

924 （株）エイト日本技術開発山梨事務所 山梨県甲府市朝日１－３－１２

925 信陽機材リース販売（株）甲府支店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１２２４－１

926 （株）伊藤園甲府支店 山梨県甲府市上石田４－８－３０

927 （株）ＮＴＴドコモ山梨支店 山梨県甲府市丸の内２－３１－３

928 かわせみ工房 山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３７０－２

929 サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２－１

930 山梨コンサートチューニング（合） 山梨県甲府市寿町２－９
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931 （株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂３－２１－２１

932 福泉（株） 愛媛県松山市雄郡１－１－３２

933 税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井１－７－６

934 （株）マキノ 静岡県静岡市清水区殿沢１－１－２５

935 （株）宣通 愛知県名古屋市東区東桜２－１６－２７

936 ジャパンエレベーターサービス城西（株） 東京都新宿区新宿６－２９－８

937 富士ソフト（株）営業本部 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

938 栄印刷 山梨県南巨摩郡南部町内船４５７３－４

939 大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田２－１－１０

940 （株）ほうじゅ倶楽部 山梨県笛吹市石和町松本７７７－１

941 ヤンマーアグリジャパン（株）南アルプス支店 山梨県南アルプス市吉田字北原９４４－１

942 （株）イトーキ多摩支店　山梨営業所 山梨県甲府市丸の内２－８－３

943 東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋２－３５－２

944 旭電気保安管理事務所 山梨県韮崎市旭町上條北割２１３５

945 大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ２－３－２８

946 三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３

947 日立建機日本（株）塩山営業所 山梨県甲州市塩山下塩後２１５－１

948 （株）カラープランニングセンター 東京都中央区日本橋馬喰町１－７－６

949 東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里２－２５－１

950 シダックスフードサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘３－６－３

951 葉隠勇進（株） 東京都港区芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

952 日本無線（株）関東支社 東京都三鷹市むれ６－２１－１１

953 （株）無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１－１　小原ビル

954 （株）四門 東京都千代田区神田三崎町２－４－１

955 （株）ナカノアイシステム東京支店 東京都大田区西蒲田７－４４－７　西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室

956 応用地質（株）東京事務所 埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５

957 （株）福山コンサルタント東京支社 東京都文京区後楽２－３－２１

958 東京電設サービス（株）山梨センター 山梨県甲府市伊勢４－２４－２

959 （株）東京電機 茨城県つくば市桜３－１１－１

960 富士ロードサービス（株） 静岡県富士市依田橋３８８－１

961 （株）日立国際電気公共ソリューション営業部 東京都港区西新橋２－１５－１２
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962 エバーグリーン・マーケティング（株） 東京都中央区京橋２－２－１

963 ときわ化研（株） 福島県いわき市常磐関船町宮下２－２

964 帝商（株） 東京都千代田区神田須田町１－１６－５

965 ＡＣＴ地図設計 山梨県甲府市徳行１－６－２８

966 （株）西日本水道センター関東支店 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－８０１－２

967 （株）シエロ 山梨県甲府市大里町２３４６－１　桜林住宅Ｃ号室

968 （株）フォーワークス 山梨県甲斐市篠原４１８０

969 （株）資料保存器材 東京都文京区本駒込２－２７－１６－２０１

970 シャープマーケティングジャパン（株）ビジネスソリューション担当 東京都港区芝浦１－２－３

971 グリーン・シャワー（株） 静岡県静岡市葵区南沼上１－３－２２

972 アーキサーバ 山梨県笛吹市一宮町地蔵堂３１０

973 （株）セレスポ厚木営業所 神奈川県厚木市恩名１－６－５９　ＯＭビル４－Ａ

974 ＮＥＣソリューションイノベータ（株）営業統括本部 東京都江東区新木場１－１８－７

975 古屋自動車整備工場 山梨県甲州市塩山下於曽１０６９

976 （株）サンユー 神奈川県平塚市夕陽ケ丘３－２３

977 ＨＥＮＮＧＥ（株） 東京都渋谷区南平台町１６－２８

978 帝国繊維（株） 東京都中央区日本橋２－５－１

979 （株）港公会計 東京都港区新橋３－９－１０　天翔新橋ビル

980 （株）ｅｋａ－ｈｅａｒｔ 山梨県中央市成島２２２５－３

981 神山スポーツ 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１７２７

982 （株）イーファイトパティスリー　ザ・エレン　昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰４５７－４

983 赤坂電装 山梨県都留市下谷３－２－９

984 ヴィジョナリーパワー（株） 山梨県甲府市丸の内１－１６－１３　ヤマサビル４階

985 コーベベビー（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２－１９－２１

986 （株）クリーンコントロールサービス 静岡県富士市厚原道下１７－１

987 （株）公職研 東京都千代田区神田神保町２－２０

988 （株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町１３－１６

989 Ｙ・Ｍコーポレーション 山梨県甲斐市長塚７８１－１

990 三協フロンテア（株）山梨出張所 山梨県甲斐市竜王１０１３－２

991 アイＬＡＢＯ 山梨県山梨市北３５４－６

992 （株）クマヒラ甲府営業所 山梨県甲府市上石田１－１６－２３
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993 産政商事 山梨県甲府市国母４－１５－１５　岡崎ビル２Ｆ

994 （一社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町４４７

995 （株）ボーネルンド 東京都渋谷区神宮前１－３－１２　ジブラルタ生命原宿ビル３階

996 （特非）かえる舎 山梨県富士吉田市富士見１－１－５

997 総務サポート社労士事務所 山梨県甲州市塩山上於曽９０３－７　２階

998 総務サポート（株） 東京都豊島区東池袋２－６３－１

999 （株）公害技術センター松本支店 長野県松本市平田西１－１－２６

1000 ジャパンエアマット（株）東京支店 東京都江戸川区西瑞江５－１３－２

1001 ヒューマン ユニバース 山梨県南アルプス市飯野２９８４－４

1002 （一社）マウントフジトレイルクラブ 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山１０４５３－２８５

1003 （株）トラベルジップ 東京都渋谷区広尾１－４－１５　２階

1004 エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東３－１８－３

1005 （株）ミラボ 東京都千代田区九段北４－３－２２

1006 キステム（株）東京支社 東京都港区新橋６－７－１　川口ビル５階

1007 プライムセキュリティーサービス（株） 山梨県富士吉田市下吉田六丁目１８－４７

1008 東海体育指導（株）相模原支店 神奈川県相模原市中央区相模原４－９－７

1009 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株）東京美術品支店 東京都江東区東雲２－２－３

1010 タカギ産業（株）東京支店 東京都荒川区西日暮里４－２８－６

1011 （株）コトブキ長野営業所 長野県長野市鶴賀緑町１４２０－１１　萩原ビル１Ｆ

1012 （一社）笛吹市水道協力会 山梨県笛吹市御坂町尾山３２３－１

1013 ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階

1014 山梨県消防設備保守点検業（同） 山梨県甲府市酒折１－１－１１

1015 （株）マインドシェア 東京都港区三田３－２－８

1016 タカヤマケミカル（株）山梨営業所 山梨県中央市山之神流通団地１－６－３

1017 群桐エコロ（株） 群馬県太田市新田大町６００－２６

1018 ビジネスリンクプロモーション（株） 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４８－２

1019 神戸綜合速記（株）東京支店 東京都千代田区神田三崎町２－４－１２

1020 （株）トライグループ 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４

1021 パラテクノ（株） 東京都文京区本郷５－２８－３

1022 （一社）山梨県森林協会 山梨県甲府市武田１－２－５

1023 丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町６７４



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品役務）

1024 （株）富士情報エントリー事業本部山梨事業部 山梨県富士吉田市上吉田３－１２－１５

1025 ＨＡＲＶＥＹ（株）東京支店 東京都千代田区麹町２－４

1026 （株）トラストメディカル東京営業所 東京都八王子市明神町２－２０－７

1027 栄光商事（株）イーグルショップ富士五湖店プロショップトモエ 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１２

1028 ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町２－９０－５

1029 （特非）山梨県キャリアコンサルティング協会 山梨県中央市若宮４９－７

1030 天野自動車整備工場 山梨県都留市田野倉５７４－５

1031 （株）ユニマットライフレンタル山梨営業所 山梨県笛吹市一宮町国分１０９３－２

1032 アジア航測（株）山梨営業所 山梨県甲府市貢川本町７－２０

1033 朝日航洋（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内３－３２－１１

1034 （株）警備サービス輝 山梨県甲府市徳行２－１６－２８

1035 （株）ドリームホップ 東京都新宿区信濃町１１－３

1036 中道リース（株） 北海道札幌市北一条東３－３

1037 （株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１－１１７

1038 勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４－２

1039 （株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 広島県広島市中区大手町３－７－５

1040 伊藤商事（株） 静岡県静岡市清水区袖師町１８７７－６６

1041 （株）東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新８－９－１７

1042 （株）ＹＡＭＡＮＡＫＡ相模原工場 神奈川県相模原市中央区田名３６７６－１

1043 （株）CREFT 東京都足立区竹の塚１－４０－１５庄栄ビル５Ｆ

1044 あいおいニッセイ同和損害保険（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内３－２０－５

1045 武蔵野通商（株） 東京都多摩市和田４３３－１

1046 地方創生コンサルティング（株） 東京都練馬区桜台２－１６－６

1047 菅原正明公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－１－８　ＭＰＲ本町ビル８階

1048 日之出水道機器（株）長野営業所 長野県松本市笹部１－３－７－２０１

1049 （株）ライテック 東京都新宿区市谷船河原町１１

1050 （株）日消機械工業 静岡県焼津市道原７０４－３

1051 日本加除出版（株） 東京都豊島区南長崎３－１６－６

1052 （株）インソース池袋事業所 東京都文京区千石４－１７－１０　インソース文京ビル

1053 東京電機機器サービス（株） 東京都千代田区外神田６－１５－９

1054 （株）地域総合計画関東事業所 埼玉県志木市館１－６－１５－２０４
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1055 （株）エデュプレス山梨分室 山梨県富士吉田市上暮地１－１８－３２　日本連合警備ビル２Ｆ

1056 （株）関電エネルギーソリューション 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

1057 （株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２－１９１－１

1058 （株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町１－４－３　エバーグレイス本町１階

1059 （株）パークプラン工業 山梨県甲斐市玉川１４４５－４

1060 （株）ナガワ甲府営業所 山梨県甲府市国母５－６－３１

1061 （株）味香り戦略研究所 東京都中央区新川１－１７－２４　ＮＭＦ茅場町ビル８階

1062 （株）エイテック東日本支社 東京都渋谷区本町４－１２－７

1063 （株）パークジャパン 東京都渋谷区東２－１７－９　ＭＹビル

1064 （株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０－２Ｆ

1065 （株）円山メディカル 北海道札幌市中央区円山西町１－４－３－１０６

1066 ダイドービバレッジサービス（株）中部第一支店 山梨県笛吹市石和町広瀬１９８－１

1067 加茂電気管理事務所　加茂勇人 山梨県南アルプス市小笠原１３８３

1068 （株）ラジカルラボ 静岡県静岡市駿河区高松１－２６－５

1069 （有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２－３０　東名グランドビル８階

1070 日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５－１６－２１

1071 （株）北村大作建築設計事務所 東京都豊島区東池袋２－４９－９　第二尾形ビル４階

1072 ナジコイーエス（株） 東京都江東区木場２－１７－１２　ＳＡビルディング２階

1073 日本エンヂニヤ（株） 愛知県長久手市下川原１５－１

1074 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－１ ミナトビル５Ｆ

1075 （一社）まちのtoolbox 山梨県都留市上谷１－２－３

1076 （一社）まちのtoolbox 山梨県都留市上谷１－２－３

1077 （株）ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３

1078 （株）コスモリサーチ東海支店 静岡県静岡市駿河区高松２－８－１－１０５

1079 （株）新東管理 東京都東大和市蔵敷２－４８０－２

1080 （株）いづみエネルギー 山梨県甲斐市下今井８９

1081 （株）みぞぐち商会 千葉県市川市八幡３－２７－２０

1082 リエスパワーネクスト（株） 東京都豊島区東池袋４－２１－１

1083 （株）あわえ 徳島県海部郡美波町日和佐浦１１４

1084 東京水道（株） 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー

1085 三菱ふそうトラック・バス（株）甲信ふそう　甲府支店 山梨県甲府市下曽根町４０８
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1086 （株）不二商会 兵庫県神戸市兵庫区高松町２－３

1087 （株）マルヒロメンテナンス 山梨県甲府市山宮町２８００－２２

1088 （株）鶴興社 山梨県甲州市勝沼町小佐手１９３－３

1089 （株）エム・ワイ・ハーモニー山梨支店 山梨県富士吉田市中曽根３－１０－２４

1090 （株）青木商店 埼玉県新座市中野１－１－２８

1091 （株）ホンダ四輪販売関東中央山梨法人課 山梨県甲府市青葉町７－３９

1092 日本水道管路（株） 東京都中央区晴海３－１３－１－４９２３

1093 （株）Sun Face 山梨県甲府市塩部３－２－８

1094 エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２－１９－６

1095 （株）ジャパンエニックス 東京都品川区南品川２－７－１８

1096 （株）イマクリエ 東京都港区東麻布２－３－５

1097 アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１

1098 （有）コグレマリンサービス 神奈川県厚木市戸田１４７５－４

1099 鈴与電力（株） 静岡県静岡市葵区栄町１－３

1100 （株）ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５－１

1101 （株）ヤマダデンキ山梨営業所 山梨県甲斐市富竹新田１９０２－３

1102 （株）ジャパックス 東京都台東区浅草橋２－２６－１２

1103 （株）東京アドレップ 東京都千代田区内幸町２－１－４

1104 シンコースポーツ（株）山梨営業所 山梨県富士吉田市松山３－４－２２

1105 乾徳防災 山梨県山梨市三富徳和１０５３

1106 凸版印刷（株）松本営業所 長野県松本市深志１－２－１１　昭和ビル５Ｆ

1107 （株）健康保険医療情報総合研究所 東京都千代田区霞が関３－２－１　霞が関コモンゲート西館２０階

1108 （公財）やまなし文化学習協会 山梨県甲府市朝気１－２－２

1109 アルフォーインターナショナル（株）九州支店 福岡市中央区天神２－１４－８　福岡天神センタービル４階

1110 （株）休日デザイン研究所 東京都千代田区霞が関１－４－１

1111 松田商店 山梨県甲府市富竹３－１－９

1112 （株）コドモン 東京都港区三田３－１３－１６　三田４３ＭＴビル３Ｆ

1113 白根電気管理事務所 山梨県南アルプス市飯野３４７５－７

1114 （公財）日本生産性本部 東京都千代田区平河町２－１３－１２

1115 （株）ゼロイン 東京都中央区銀座７－４－１２　ギンザメディカルビル４階

1116 ネッツトヨタ山梨（株）本社セイリア店 山梨県甲府市国母５－６－１７
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1117 市川甚商事（株） 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７

1118 （株）セイフコ 山梨県富士吉田市上吉田４８４０

1119 ＮＴＴ・ＴＣリース（株）東京支店 東京都港区港南１－２－７０　品川シーズンテラス１３Ｆ

1120 （株）ディーソル 東京都中央区日本橋人形町１－８－４

1121 アイオージー（合） 山梨県甲斐市竜王新町８８６－１４

1122 （株）石川コンピュータ・センター東京支社 東京都港区芝１－１０－１１　コスモ金杉橋ビル

1123 （株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４－３－１８

1124 ランドロア 山梨県甲州市塩山千野３６４０－４

1125 富士急トラベル（株）広告事業部 山梨県富士吉田市上吉田２－５－１

1126 ヤマト運輸（株）山梨主管支店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新田９５

1127 ACライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区平河町37608

1128 Rucci Fruits Design Studio（株） 山梨県笛吹市一宮町地蔵堂３１０

1129 写真屋げんぞう君国母店 山梨県甲府市大里町５００３

1130 ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区北品川４－７－３５

1131 （株）ワコーインターナショナル 東京都北区豊島１－３４－５

1132 ＹＵＩホールディングス（株） 山梨県甲府市丸の内２－８－３

1133 日本環境防災（株） 東京都中央区銀座７－２－２２銀座同和ビル３階

1134 正和商事（株） 大阪府大阪市中央区道修町１－３－４

1135 王子コンテナー（株）長野工場　山梨営業所 山梨県甲府市西高橋２６０

1136 （株）PAZ 山梨県都留市法能７８２－４

1137 安藤紙業（株）山梨営業所 山梨県笛吹市境川町大坪２６４－１

1138 （株）プレジール 東京都町田市原町田１－１３－１

1139 （株）グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２－３

1140 ハガクレフード（株） 東京都港区芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

1141 （一社）南アルプス山守人 山梨県南アルプス市平岡２８２８

以上


