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C001700003 株式会社茨城計算センター 茨城県日立市森山町４丁目８番２号 代表取締役社長　今井　信幸

C001700006 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６ 代表取締役　松下　弘明 有 茨城支社 茨城県水戸市城南２－１－２０　井門水戸ビル８階 支社長　郡司　俊宏

C001700007 有限会社佐藤管理工業 茨城県土浦市立田町１０番２２号 代表取締役　佐藤　敏明

C001700008 茨城マーケティングシステムズ株式会社 茨城県水戸市吉沢町１３９‐２ 代表取締役　後藤　良秋 有 つくば営業所 茨城県つくば市小野崎８８‐１２ 所長　初沢　克洋

C001700019 有限会社鬼澤商事 茨城県小美玉市柴高８４９番地１ 代表取締役　鬼澤　正明

C001700024 株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番１７号 代表取締役　斎藤　悦郎 有 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丁目３番１７号 部長　新田　洋司

C001700030 岡エンジニアリング株式会社 栃木県小山市羽川７７７番地２７ 代表取締役　岡田　茂樹 有 つくば営業所 茨城県つくば市天久保３丁目１４番地１３ 代表取締役社長兼つくば営業所長　岡田　茂樹

C001700036 国際航業株式会社 東京都千代田区六番町２番地 代表取締役社長　土方　聡 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１丁目１番８号 所長　石井　正邦

C001700037 株式会社ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２ 代表取締役社長　坂井　浩 有 北関東支店 茨城県水戸市堀町２０７４－３　メゾンドＫ３０６号 支店長　吉田　弘

C001700039 前澤工業株式会社 東京都中央区新川一丁目５番１７号 代表取締役　松原　正 有 北関東支店 埼玉県川口市仲町５番１１号 支店長　星　進一郎

C001700043 土浦通運株式会社 茨城県土浦市荒川沖東二丁目３番６号 代表取締役社長　三原　正彦

C001700048 株式会社ブロード 茨城県土浦市西並木３７８１番地の２９ 代表取締役　香取　洋治

C001700049 ミドリ安全筑波株式会社 茨城県つくば市下広岡１０５５番地の５４３ 代表取締役　佐藤　博一

C001700050 株式会社都市環境計画研究所 東京都千代田区岩本町３－２－１ 代表取締役　泉　耿介 有 茨城営業所 茨城県土浦市中央１－１２－５ 所長　堀田　由紀夫

C001700052 トヨタエルアンドエフ茨城株式会社 茨城県小美玉市西郷地１４０３番地１ 代表取締役　須田　政男 有 江戸崎営業所 茨城県稲敷市江戸崎甲５７０ 所長　本澤　拓也

C001700054 株式会社マイクロエレベーター 東京都足立区綾瀬三丁目２５番１９号 代表取締役　保田　昌徳

C001700063 株式会社日本マネジメント協会 宮城県仙台市青葉区上杉１－４－１０ 代表取締役　大内　光郎 有 東京本部 東京都千代田区神田駿河台３－４－２ 専務取締役東京本部長　福島　淳

C001700064 株式会社青木商店 埼玉県新座市中野１‐１‐２８ 代表取締役　青木　慶将 有 入間工場 埼玉県入間市狭山台３‐８‐７ 工場長　長谷川　智昭

C001700067 株式会社光商社 茨城県取手市神浦４番地 代表取締役　杉山　徹

C001700077 大成エンジニアリング株式会社 東京都新宿区馬場下町１－１ 代表取締役　石川　勇

C001700078 株式会社農業経営研究所 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１３番１１－１１０２ 代表取締役　中川　光朗

C001700080 株式会社日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号　新宿スクエアタワー 代表取締役社長　間山　一典 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南１丁目２番４３号　水戸ＮＫＣビル 所長　吉成　大悟

C001700084 田中電気株式会社 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 代表取締役　田中　良一

C001700086 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 東京都港区港南一丁目９番１号 代表取締役　中江　康二 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 茨城支店長　松本　健一郎

C001700098 山王株式会社 熊本県熊本市東区戸島西５丁目５番５７号 代表取締役　深水　弘一 有 関東営業所 埼玉県熊谷市三ケ尻３０７２ 営業所長　塚本　友和

C001700100 富士防災警備株式会社 東京都新宿区岩戸町９番地 代表取締役　鶴賀　孝宏 有 茨城事業部 茨城県水戸市見川町２１３１－９６６ 事業部長　青山　公樹

C001700101 三菱ふそうトラック・バス株式会社 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 代表取締役　ハ－トムット　シック 有 北関東ふそう　土浦支店 茨城県かすみがうら市上稲吉２０４４ 支店長　塩沢　学

C001700108 株式会社イーテック 茨城県土浦市大町１３番１９号 代表取締役　飯島　邦明

C001700109 第一合成株式会社 東京都八王子市元本郷町一丁目２５番５号 代表取締役　河野　良子

C001700110 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区港南二丁目１５番３号 代表取締役社長　今関　智雄 有 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番地１７ 関東支店長　古見　一夫

C001700111 和宏体育施設株式会社 東京都世田谷区駒沢３丁目１９番１８号 代表取締役　吉木　伸彦

C001700114 リコーリース株式会社 東京都江東区東雲１丁目７番１２号 代表取締役　瀬川　大介 有 関東支社 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ 支社長　稲荷　恵太郎

C001700123 暁飯島工業株式会社 茨城県水戸市千波町２７７０番地の５ 代表取締役　植田　俊二 有 つくば支店 茨城県つくば市高野台２－１０－１ つくば支店長　石田　勝久

C001700127 中央警備保障株式会社 茨城県小美玉市江戸５７６番地３ 代表取締役　松原　松二

C001700128 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 代表取締役　鎌上　信也 有 首都圏支社 東京都港区芝浦四丁目１０番１６号 支社長　鈴木　宣也

C001700129 東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町３ 代表取締役　浅田　俊一 有 首都圏営業第一部 東京都千代田区神田練塀町３ 首都圏営業第一部長　近藤　禎一郎

C001700130 株式会社マルゼン 東京都台東区根岸２－１９－１８ 代表取締役　渡辺　恵一 有 つくば営業所 茨城県つくば市花室９４５－１ 所長　田中　謙一

C001700134 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 代表取締役　青山　幸恭 有 茨城支社 茨城県水戸市柳町１－２－５ 茨城支社長　小宅　敦雄

C001700135 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 東京都港区三田一丁目４番２８号 代表取締役　團　博己 有 公共第二ソリューション事業部 東京都港区三田一丁目４番２８号 事業部長　羽鳥　敦

C001700137 株式会社東和 茨城県水戸市吉沢町１０６０番地の２ 代表取締役　山部　正彦

C001700139 栗山工業株式会社 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐１０４９番地 代表取締役　栗山　秀樹

C001700140 株式会社日本漏防コンサルタント 徳島県徳島市南田宮二丁目７番４号 代表取締役　新垣　光勇 有 関東営業所 埼玉県和光市中央２丁目６番６号 所長　勝　進一

C001700141 株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津二丁目１２番１号 代表取締役　松村　秀一 有 東京支店 東京都台東区池之端二丁目７番１７号　井門池之端ビル 支店長　塚田　暁

C001700142 有限会社須沢商事 茨城県土浦市中村南６－２－２６ 代表取締役　須澤　克己

C001700150 株式会社イシダ 京都府京都市左京区聖護院山王町４４ 代表取締役社長　石田　隆英 有 つくば営業所 茨城県つくば市榎戸３７２－１ つくば営業所所長　橋本　剛征

C001700170 株式会社ナカジマ 茨城県稲敷郡美浦村舟子６０１ 代表取締役　浅野　和郎

C001700172 小河原セメント工業株式会社 茨城県水戸市笠原町１７８３番地の１ 代表取締役　小河原　隆次

C001700180 株式会社Ｋチーム 茨城県稲敷市江戸崎甲２７５７番地 代表取締役　大槻　勝男

C001700188 株式会社美浦ＬＰＧ 茨城県稲敷郡美浦村大字信太字須賀５８４番地２ 代表取締役　本橋　敬雄

C001700190 Ｓ．Ｅ．Ａ．有限会社 茨城県龍ケ崎市大塚町３０５５番地 代表取締役　桜井　理加

C001700192 赤塚工業株式会社 茨城県取手市白山６‐１２‐１４ 代表取締役　赤塚　康伸

C001700201 株式会社三英 千葉県流山市おおたかの森北一丁目８番地の６ 代表取締役　三浦　慎

C001700205 日新警備保障株式会社 茨城県水戸市城南一丁目６番９号 代表取締役　清水　寿美

C001700207 有限会社軽部建材 茨城県稲敷郡美浦村郷中１９２０番地 代表取締役　軽部　晃

C001700212 茨城いすゞ自動車株式会社 茨城県水戸市五軒町一丁目２番５号 代表取締役　豊﨑　繁 有 土浦営業所 茨城県土浦市中貫１５７９ 所長　天野宮　良一

C001700216 第二観光株式会社 茨城県土浦市荒川沖字西裏４７４番地の１ 代表取締役　湯原　力

C001700220 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 代表取締役社長　井上　福造 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　松本　健一郎

C001700225 株式会社会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 代表取締役　加藤　信也

C001700231 東邦薬品株式会社 東京都世田谷区代沢５丁目２番１号 代表取締役社長　馬田　明 有 茨城営業部 茨城県土浦市真鍋２丁目２番２７号 部長　石下　拓也

C001700236 第一環境株式会社 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 代表取締役社長　岡地　雄一

C001700239 アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル 代表取締役　小川　紀一朗 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－８－８アシスト第２ビル 所長　出森　弘造

C001700243 メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 代表取締役社長　中村　靖 有 首都圏南部営業部 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 部長　井出　通敬

C001700244 丸茂電機株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地 代表取締役　丸茂　正俊

C001700246 株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 代表取締役　黒田　英彦 有 茨城支店 茨城県土浦市小松１－３－３３　ハトリビル２Ｆ 支店長　大塚　弘之

C001700249 株式会社パブリックアート 茨城県水戸市笠原町１０７５番地の３ 代表取締役　日西　智則

C001700250 サンテクノサービス株式会社 大阪府大阪市北区南森町２丁目４－３２ 代表取締役　福地　京子 有 関東支店 東京都中央区銀座１－２７－８　セントラルビル７０３ 支店長　都留　賢仁

C001700254 株式会社ビジネステック 茨城県ひたちなか市高場１丁目２番地２５ 代表取締役　東屋敷　貞男

C001700259 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 代表取締役　齋藤　有史 有 茨城営業所 茨城県水戸市見和１－３００－７１ 所長　齊藤　恒史
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C001700263 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 代表取締役　黒川　昭隆 有 東京本部 東京都江東区青海一丁目１番２０号 取締役本部長　秋月　伸也

C001700269 株式会社ビート 茨城県土浦市川口一丁目５番１１号 代表取締役　鈴木　清

C001700271 株式会社ネクシモ 茨城県日立市大みか町４－２７－３２ 代表取締役　山形　勝

C001700279 ジーエムいちはら工業株式会社 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７番地 代表取締役　光野　幸子

C001700281 サイワイ商事株式会社 茨城県水戸市東野町５０２番地の１ 代表取締役　林　孝和

C001700286 株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番 代表取締役　妹尾　潤

C001700290 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志 有 茨城支店 茨城県龍ヶ崎市根町３６３５　小形ビル２－２ 取締役　鈴木　紀之

C001700293 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 代表取締役　北澤　直来 有 東京営業所 東京都新宿区二十騎町２－２４ 所長　宍戸　敏美

C001700303 谷田部印刷株式会社 茨城県つくば市谷田部１９７９番地の１ 代表取締役　髙橋　武彦

C001700310 高橋興業株式会社 茨城県土浦市大町１２番１号 代表取締役　高橋　良樹

C001700316 株式会社フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 代表取締役社長　伊藤　利英 有 東京支店 東京都品川区西五反田八丁目７番１１号　アクシス五反田ビル６Ｆ 支店長　川崎　順一

C001700317 昭和工機株式会社 栃木県宇都宮市長岡町１２０２－１６ 代表取締役　栗原　一雄

C001700318 株式会社ペットの郷 茨城県牛久市上太田町７８３‐１０ 代表取締役　友野　香奈子

C001700319 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町３－１２－１ 代表取締社長　野崎　秀則 有 茨城事務所 茨城県つくば市竹園２－１０－８ 所長　相馬　尉志

C001700333 株式会社サニクリーン東京 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２‐１８‐１２ 代表取締役　佐々木　純男

C001700337 大栄測量設計株式会社 茨城県土浦市中貫２４０２番地の３ 代表取締役　安藤　昭弘

C001700349 有限会社栗原商事 茨城県土浦市上高津１６７６‐１ 代表取締役　栗原　明則

C001700351 空間情報サービス株式会社 千葉県千葉市中央区中央３－１０－６ 代表取締役　古里　弘

C001700352 シー・エヌ・エヌ企画 茨城県龍ヶ崎市川原代町１１４１－１７ 代表　茅根　京子

C001700355 朝日航洋株式会社 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 代表取締役社長　尾暮　敏範 有 水戸支店 茨城県水戸市城南１丁目７番５号 支店長　上杉　哲也

C001700361 出戸土木有限会社 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７７番地１０ 代表取締役　出戸　光男

C001700363 有限会社中島冷熱 茨城県稲敷郡美浦村舟子６００ 代表取締役　中島　盛夫

C001700366 株式会社内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 代表取締役　大久保　昇 有 営業統括グループ 東京都江東区東陽二丁目３番２５号 取締役上席執行役員　統括　小柳　諭司

C001700373 池田スポーツ 茨城県稲敷市伊佐津１３４６‐１ 代表　池田　康行

C001700378 五頭産業株式会社 茨城県つくば市古来１４５１番地 代表取締役　五頭　章子

C001700390 茨城公営企業株式会社 茨城県水戸市河和田町４３７７番地９５ 代表取締役　和田　弘

C001700391 三協産業株式会社 茨城県土浦市卸町二丁目９番６号 代表取締役　櫻井　勝昌

C001700399 株式会社アサヒビジネス 茨城県鹿嶋市長栖１８７９番地２７５ 代表取締役　野口　三郎

C001700402 日興通信株式会社 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 代表取締役　鈴木　範夫 有 つくば支店 茨城県つくば市春日一丁目３番７号 支店長　清宮　和夫

C001700410 茨城日産自動車株式会社 茨城県水戸市千波町１９４９－１ 代表取締役　加藤　敏彦 有 江戸崎店 茨城県稲敷市佐倉３１５１－３ 店長　斉藤　利行

C001700413 常盤工事株式会社 茨城県土浦市下高津１丁目２番２１号 代表取締役　藤枝　護

C001700421 株式会社塚越産業 茨城県つくば市篠崎１９９０－１１ 代表取締役　塚越　俊祐

C001700423 アシスト株式会社 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 代表取締役　西村　竹松

C001700437 村上工業株式会社 茨城県神栖市平泉２６５番地３１ 代表取締役　村上　一夫

C001700439 関彰エンジニアリング株式会社 茨城県つくば市東新井１２－２ 代表取締役　松本　哲夫

C001700443 第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 代表取締役　田中　英弥

C001700445 株式会社パーソンアンドパーソンスタッフ 埼玉県川口市本町四丁目２番３号 代表取締役　中里　洋子

C001700446 藤井産業株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地４１‐３ 代表取締役　藤井　昌一 有 つくば支店 茨城県土浦市卸町２‐８‐８ 支店長　坂入　芳隆

C001700448 株式会社パスコ 東京都目黒区東山一丁目１番２号 代表取締役　島村　秀樹 有 茨城支店 茨城県水戸市南町２－６－１８ 支店長　伊藤　雅則

C001700457 不二造園土木株式会社 茨城県土浦市佐野子６５５ 代表取締役　稲見　不二意

C001700466 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 代表取締役　小林　千尋

C001700473 株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里２‐４０‐１０ 代表取締役　藤澤　士朗

C001700475 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 代表取締役社長　榊原　秀明 有 茨城営業所 茨城県水戸市堀町１１６３番地１７ 営業所長　中村　光秀

C001700477 正和産業株式会社 茨城県守谷市松並１９９３番地１ 代表取締役　上沢　昌幸

C001700485 東海リース株式会社 大阪府大阪市北区天神橋２－北２－６ 代表取締役　塚本　博亮 有 水戸営業所 茨城県水戸市南町３－４－１０ 所長　藤原　武

C001700494 中川商事株式会社 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番１１号 代表取締役　酒井　洋次

C001700497 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区港南一丁目７番１８号 代表取締役社長　池口　学 有 首都圏支店 東京都港区港南一丁目７番１８号 支店長　倉持　利之

C001700506 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南二丁目１５番３号 代表取締役　広瀬　敏男 有 関越支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 支社長　瀧本　達也

C001700510 サウンドアート有限会社 茨城県土浦市中都町１‐５４５５‐４ 代表取締役　中村　一男

C001700511 株式会社イセブ 茨城県つくば市天久保２‐１１‐２０ 代表取締役　鈴木　晴久

C001700517 常陽メンテナンス株式会社 茨城県水戸市けやき台３－３５－１ 代表取締役　福岡　敬志 有 首都圏事業部 茨城県取手市取手２－１４－３０　取手シティハイツヤマザキ１．２Ｆ 取締役首都圏事業部長　福岡　博志

C001700523 株式会社協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚１丁目６２番１１号 代表取締役　山本　満 有 茨城営業所 茨城県龍ケ崎市佐貫１丁目４番地３ 所長　丸山　英雄

C001700528 株式会社沼崎商事 茨城県稲敷郡美浦村大字受領４９番地内１号 代表取締役　沼﨑　年成

C001700530 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 代表取締役　松澤　幹夫 有 中央営業部 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 執行役員中央営業部長　浅井　貴史

C001700534 有限会社トヨダ 茨城県土浦市粕毛番地１ 代表取締役　豊田　利雄

C001700537 株式会社フジタ 茨城県土浦市大手町１７番５号 代表取締役　藤田　卓也

C001700542 三英物産株式会社 茨城県水戸市双葉台４丁目５６９－３ 代表取締役　石塚　義章

C001700545 株式会社水研 茨城県土浦市虫掛３３１３番地 代表取締役　藤本　壮胤

C001700548 株式会社あけぼの印刷社 茨城県水戸市白梅一丁目２番１１号 代表取締役　山田　周

C001700553 株式会社第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 代表取締役　向井　善彦 有 茨城営業所 茨城県つくば市東新井８－１０ 茨城営業所　江崎　達矢

C001700567 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 代表取締役　長谷川　健司 有 茨城営業所 茨城県水戸市渡里町２７１０－６ 所長　遠藤　光弘

C001700575 中里建設株式会社 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 代表取締役　中里　聡

C001700577 玉野総合コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 代表取締役社長　牧村　直樹 有 東京支店 東京都荒川区西日暮里二丁目２６番２号 支店長　澤田　善典

C001700578 水戸通信工業株式会社 茨城県水戸市新荘２丁目７番３３号 代表取締役　飯田　保二 有 土浦営業所 茨城県土浦市上高津新町５番地７０ 所長　立原　憲弘

C001700586 富士協和工業株式会社 茨城県つくば市上広岡３８４番地１ 代表取締役　赤津　浩之

C001700592 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 代表取締役社長　羽田　寛

C001700612 協進電設株式会社 茨城県龍ケ崎市柏ヶ作１０７７‐４ 代表取締役　赤塚　仁

C001700614 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 代表取締役　松田　敏之
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C001700617 株式会社セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市鉄鋼通り３‐４‐５ 代表取締役　山村　未来男 有 つくば営業所 茨城県つくば市高野台２‐４‐１７ 所長　星　英樹

C001700618 株式会社コイデ 群馬県前橋市六供町７７６－１ 代表取締役　伊藤　敦 有 茨城支店 茨城県つくば市二の宮３－８－３ 支店長　大髙　智也

C001700619 日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋一丁目３番１号 代表執行役　川部　誠治 有 東京都港区西新橋一丁目３番１号 執行役　安栄　香純

C001700624 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町１－１４－５ 代表取締役　深澤　幸郎 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－６サザン水戸ビル８Ｆ 所長　大西　進

C001700625 株式会社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番地５　西京極駅前ビル６階 代表取締役　藤原　壮督

C001700629 宝薬品株式会社 茨城県水戸市梅香１丁目２番２７号 代表取締役　久野　剛

C001700630 株式会社エヌジェーピー 茨城県那珂市豊喰字東屋敷３０６番地の７ 代表取締役　渡邊　盛市

C001700632 株式会社アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 代表取締役　川上　英則

C001700633 株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 代表取締役社長　飯塚　真規

C001700638 株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 代表取締役　吉冨　明 有 水戸営業所 茨城県水戸市三の丸２－１０－１４－１０２ 所長　小笠原　修一

C001700647 鳶若有限会社 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋１９７２番地 代表取締役　若泉　進

C001700650 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 代表取締役　森下　協一 有 土浦工場 茨城県かすみがうら市新治１８２６－３ 工場長　須藤　雅人

C001700653 ブルーバス株式会社 茨城県稲敷市阿波１２６２番地１ 代表取締役　根本　和幸

C001700654 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２－１１－１ 代表取締役社長　吉澤　和弘 有 茨城支店 茨城県水戸市宮町１－１－８３ 支店長　渡邊　靖之

C001700661 株式会社フロム常陸 茨城県水戸市笠原町１５７６番地７ 代表取締役　川又　忍

C001700663 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 代表取締役　成田　賢 有 茨城営業所 茨城県つくば市御幸が丘４３番地 営業所長　荒川　紀文

C001700665 日興美装工業株式会社 北海道札幌市北区北十九条西４丁目１番２１号 代表取締役　櫻井　和久 有 茨城支社 茨城県つくば市古来６３２－６ 支社長　藤井　亮

C001700666 日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段南１－５－１０ 代表取締役　髙居　隆章

C001700668 株式会社ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 代表取締役　早坂　克浩 有 東日本支店 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 支店長　大隅　昌平

C001700669 ノダック株式会社 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 代表取締役　泉　肇 有 関東事業所 埼玉県さいたま市南区内谷７－７－５ 関東事業所長　河野　芳成

C001700676 株式会社セントラルメディカル 茨城県土浦市神立町２５０６ 代表取締役　中根　祐一

C001700680 株式会社キーペックス 千葉県千葉市中央区中央港二丁目４番４号 代表取締役　齊藤　進

C001700684 株式会社東進ビルシステム 千葉県我孫子市湖北台十丁目６番７号 代表取締役　小池　喜之 有 茨城支店 茨城県龍ケ崎市下町２８４７番地 支店長　古澤　昌久

C001700696 さくら自動車株式会社 茨城県稲敷郡美浦村信太字信太原２８６９－１ 代表取締役　中山　亨子

C001700698 株式会社国分電気 茨城県つくば市下広岡２９３番地６１ 代表取締役　国分　辰雄

C001700715 株式会社端工務店 茨城県下妻市高道祖１４２７ 代表取締役　端　孝男

C001700716 株式会社コウノ 茨城県水戸市酒門町３２９４－１３ 代表取締役　渡辺　直

C001700720 株式会社吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１ 代表取締役　吉田　秀男

C001700722 斎藤商事株式会社 茨城県土浦市田中三丁目１番１７号 代表取締役　齊藤　津世紀

C001700723 北海道地図株式会社 北海道旭川市台場一条２丁目１番６号 代表取締役　小林　毅一 有 東京支店 東京都千代田区平河町２丁目６番１号　平河町ビル 支店長　周藤　利通

C001700724 株式会社富嶋電工 茨城県石岡市柏原町９番７０号 代表取締役　和田本　聡

C001700726 株式会社大和速記情報センター 東京都港区新橋五丁目１３番１号 代表取締役　津田　健司

C001700733 常緑工業株式会社 茨城県常総市中妻町５１９２ 代表取締役　長岡　健藏

C001700739 株式会社レンタルのニッケン 東京都千代田区永田町二丁目１４番２号 代表取締役　南岡　正剛 有 龍ケ崎営業所 茨城県龍ケ崎市久保台１番１９号 所長　木村　一弘

C001700740 大鵬電設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町若栗１３６７番地３１ 代表取締役　渡邉　二三男

C001700744 株式会社ＵＲリンケージ 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 代表取締役　渡邊　輝明 有 茨城事務所 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区１ 所長　髙島　聡

C001700751 日東観光株式会社 茨城県稲敷市神宮寺１３４５番地 代表取締役　根本　和幸

C001700755 荏原実業株式会社 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 代表取締役　鈴木　久司 有 茨城営業所 茨城県つくば市二の宮三丁目２番地７　第四芳村ビル 所長　関口　哲夫

C001700758 株式会社稲敷空調サービス 茨城県稲敷市伊佐津１２２３ 代表取締役　菅野　潤子

C001700761 株式会社インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 代表取締役　三原　正一

C001700762 株式会社サンアメニティ 東京都北区王子３－１９－７ 代表取締役　吉澤　幸夫 有 茨城支社 茨城県水戸市笠原町１５７６－７ 支社長　石田　篤史

C001700765 Ｓｋｙ株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル 代表取締役　大浦　淳司

C001700773 有限会社久松設備 茨城県稲敷郡美浦村土浦１５９２－１ 代表取締役　久松　貴之

C001700774 地中エンジニアリング株式会社 埼玉県さいたま市桜区田島五丁目１９番８号 代表取締役　光岡　宗德

C001700775 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 東京都中央区銀座８‐２１‐１ 代表取締役社長　片倉　達夫 有 関越社 埼玉県さいたま市中央区新都心４‐１ 社長　屋代　幸貞

C001700776 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 代表取締役　野田　由美子 有 東関東技術センター 茨城県つくば市花畑２－１０－１９ センター長　舩津　英和

C001700780 リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 代表取締役　坂主　智弘 有 茨城支社　ＬＡ営業部 茨城県つくば市春日２－２６－３ 部長　下村　浩之

C001700785 ＮＴＴファイナンス株式会社 東京都港区港南一丁目２番７０号 代表取締役　坂井　義清 有 東京営業部 東京都港区港南一丁目２番７０号　品川シーズンテラス１３階 部長　篠﨑　健治

C001700788 株式会社ロングライフ 茨城県水戸市谷津町細田１‐８ 代表取締役　田中　博文

C001700790 地域計画株式会社 群馬県太田市西本町４７－１１ 代表取締役　鈴木　浩良

C001700791 吉岡緑地株式会社 茨城県龍ケ崎市３０２６番地６ 代表取締役　吉岡　伸一

C001700792 株式会社環境コントロールセンター 千葉県千葉市中央区宮崎一丁目２２番１０号 代表取締役　松尾　博之

C001700795 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区東上野五丁目２４番８号 代表取締役　畑辺　健 有 茨城第二営業所 茨城県水戸市南町三丁目４番１２号 茨城第二営業所長　寺崎　茂

C001700797 黒田印刷株式会社 茨城県つくば市栗原２８５７－９ 代表取締役　黒田　和義

C001700800 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市城南町１丁目１１番３１号 代表取締役　鈴木　達二

C001700801 東京鋼器株式会社 東京都中央区築地３－１－１０ 代表取締役　会長　金田　憲子 有 美浦工場 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９８３－１９ 代表取締役　社長　金田　憲史

C001700804 株式会社湖南産業 茨城県稲敷市江戸崎甲４５９ 代表取締役　松本　茂雄

C001700814 クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１‐１２‐２０ 代表取締役　熊谷　知哉 有 茨城営業所 茨城県つくば市春日４‐５‐７ 所長代理　水越　哲也

C001700826 有限会社ニューマテリアル 埼玉県さいたま市南区文蔵四丁目２３番３号５０４ 代表取締役　加藤　祥司

C001700827 株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 代表取締役　砂田　昌彦

C001700829 茨城交通株式会社 茨城県水戸市袴塚３丁目５番３６号 代表取締役　任田　正史

C001700831 株式会社シンテン 東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号　ウィステリア南大塚ビル１階 代表取締役　能美　卓英

C001700837 理想科学工業株式会社 東京都港区芝五丁目３４番７号 代表取締役社長　羽山　明 有 理想つくば支店 茨城県つくば市東新井１８－１０　タカゲンビル 支店長　渡辺　剛行

C001700840 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 代表取締役　井上　あまね 有 公共事業本部　首都圏支店 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 支店長　松尾　浩一郎

C001700845 日本道路興運株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 代表取締役社長　山口　哲也

C001700850 株式会社三陽 福島県福島市松浪町８－１３ 代表取締役　鈴木　章友 有 水戸営業所 茨城県水戸市笠原町１５１０ 所長　入江　高広

C001700852 吉江総業 茨城県筑西市倉持１１２６ 代表取締役　吉江　成能

C001700856 みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門１丁目２番６号 代表取締役　吉田　亨
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C001700861 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 代表取締役　前田　幸治 有 茨城支店 茨城県つくば市東２－２２－２３　グランドパレスＮＳ－６　４０３号室 支店長　紫関　唯文

C001700862 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ 代表取締役　番上　正人 有 茨城支店 茨城県水戸市城南１－６－１０ 支店長　井関　隆雄

C001700865 茨城トヨタ自動車株式会社 茨城県水戸市泉町２丁目３番２４号 代表取締役　幡谷　史朗 有 江戸崎店 茨城県稲敷市江戸崎甲５７１－１ 店長　川島　悟

C001700874 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 代表取締役　森　信介

C001700875 株式会社綿引無線 茨城県水戸市石川２－４０８８－１ 代表取締役　綿引　敏

C001700881 フィルムルックス株式会社 東京都新宿区山吹町１３０－１６ 代表取締役　朝生　博

C001700883 株式会社東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１８－２１ 代表取締役　花角　潤一

C001700884 有限会社共同クリーンサービス 茨城県日立市西成沢町２－１３－３１ 代表取締役　池澤　健

C001700891 能美防災株式会社 東京都千代田区九段南４－７－３ 代表取締役社長　伊藤　龍典 有 土浦営業所 茨城県土浦市桜町４－３－１８ 所長　西澤　一茂

C001700893 アクリーグ株式会社 栃木県小山市外城８１－９ 代表取締役　磯山　左門 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町１０４１－４ 所長　蜂須　嘉一郎

C001700894 株式会社プラントサービス 茨城県土浦市神立町３６１５－１ 代表取締役　砂塚　伸司

C001700900 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 代表取締役執行役員社長　新野　隆 有 茨城支店 茨城県水戸市宮町一丁目２番４号 支店長　木村　尚史

C001700902 ホシザキ北関東株式会社 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６ 代表取締役　遠藤　厚 有 土浦営業所 茨城県土浦市富士崎１－１４－１９　ＮＡＣ土浦ビル２階 所長　鈴木　司学

C001700906 株式会社ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 代表取締役　白井　義美 有 東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　日本橋相互ビル５０５号室 取締役兼東京営業所長　濱野　尚子

C001700907 勝田環境株式会社 茨城県ひたちなか市津田２５５４‐２ 代表取締役社長　望月　福男

C001700915 宇都宮文化センター株式会社 栃木県宇都宮市江曽島町２０７０番地 代表取締役　阿部　欣文 有 茨城支店 茨城県筑西市乙９１０番地２Ｆ 支店長　逆井　直行

C001700917 株式会社アンク 茨城県那珂市菅谷９４番地７ 代表取締役　猪狩　亮人

C001700930 中央エレベーター工業株式会社 東京都台東区上野三丁目４番９号 代表取締役　福田　賢司

C001700933 株式会社チャイルド本社 東京都文京区小石川五丁目２４番２１号 代表取締役　村野　芳雄 有 茨城営業所 茨城県水戸市中丸町字前峰３０２－４ 所長　堀田　光章

C001700934 管水工業株式会社 群馬県高崎市小八木町３１０番地１ 代表取締役　長井　義久 有 茨城支店 茨城県取手市白山二丁目１９番１３号田中コーポＢ棟１０７号 取締役支店長　佐藤　稔

C001700942 株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩５‐１８‐６ 代表取締役　小林　仁 有 茨城支所 茨城県つくば市上横場４４５‐１ 支所長　石澤　克彦

C001700949 株式会社日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台一丁目１９番１１号 代表取締役　佐藤　亮

C001700956 株式会社三和メック 栃木県宇都宮市横田新町１８番６号 代表取締役　天野　公夫

C001700964 株式会社城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１ 代表取締役　寺尾　正 有 東京営業本部 東京都品川区北品川５－１２－４　リードシー御殿山ビル６階 本部長　安藤　和正

C001700966 株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１ 代表取締役　安井　康真

C001700968 株式会社常総エナジー 茨城県牛久市下根町７８０番地３ 代表取締役　青木　茂治

C001700979 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 代表取締役　吉川　正巳 有 首都圏第一支社茨城支店 茨城県つくば市東新井１５－４ 支店長　兒玉　康司

C001700988 アイネット株式会社 福島県会津若松市天神町３０番５２号 代表取締役　佐藤　守哉

C001700990 株式会社環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 代表取締役社長　水落　憲吾 有 東関東技術センター 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目４４番３ センター長　宮原　慎一

C001700996 茨城寺岡オートドア株式会社 茨城県水戸市赤塚一丁目２００５番地の１１８ 代表取締役　吉田　毅

C001700997 株式会社クリーンジャックシステム 茨城県つくば市梅園２－２７－１２ 代表取締役　伊勢　一則

C001700999 茨城県環境整備事業協同組合 茨城県つくば市下大島７４７ 代表理事　岡本　紀一

C001701000 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 代表取締役　久保　正美 有 東京支店 東京都港区芝浦１丁目１１番４号 支店長　田中　克典

C001701003 東京電機機器サービス株式会社 東京都千代田区外神田６‐１５‐９ 代表取締役　塩谷　智彦

C001701010 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号 代表取締役　細川　博史

C001701013 愛知時計電機株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号 取締役社長　星加　俊之 有 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 執行役員支店長　橋本　治

C001701015 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王一丁目３番５号 代表取締役　山岸　高広

C001701020 株式会社関東防災 茨城県土浦市国分町８番２号 代表取締役　鈴木　謙一

C001701024 吉川水道サービス株式会社 栃木県宇都宮市東峰町３０７９番地２ 代表取締役　吉川　昭雄 有 茨城支店 茨城県鉾田市串挽１３１０番地９ 支店長　吉川　敏子

C001701028 株式会社ハートコーポレイション 茨城県水戸市中央二丁目６番１０号 代表取締役　若林　立美

C001701029 大和産業株式会社 佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目５番１９号 代表取締役　岩瀬　豊美 有 茨城営業所 茨城県水戸市住吉町９２－９ソレアードＹ・ＡⅠ１０３号 所長　岩瀬　匡史

C001701031 株式会社日本サポートサービス 東京都千代田区神田猿楽町２丁目２番１０号 代表取締役　籏鉾　吉男

C001701032 株式会社まち研 埼玉県さいたま市浦和区高砂四丁目４番１号 代表取締役　仲　洋美

C001701034 株式会社東京商工リサーチ 東京都千代田区大手町１－３－１ 代表取締役社長　河原　光雄 有 水戸支店 茨城県水戸市南町３－４－１４ 支店長　中山　雄一郎

C001701040 株式会社日立国際電気 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 代表取締役　佐久間　嘉一郎 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央１丁目２番１５号 所長代理　五十嵐　和男

C001701044 公営事業株式会社 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 代表取締役　鈴木　惠三

C001701047 河村電気工事株式会社 茨城県龍ケ崎市馴馬町５０９番地 代表取締役　河村　直樹

C001701050 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号 代表取締役社長　深澤　友雄

C001701054 関東企業株式会社 茨城県龍ケ崎市羽原町１９７６番地１８ 代表取締役　萩原　亮一

C001701057 株式会社衛生コンサルタント 茨城県水戸市平須町１８２０番地３５９ 代表取締役　梅澤　勉

C001701068 国際警備保障株式会社 茨城県水戸市千波町１８２９番地の２３ 代表取締役　加藤　貞光

C001701069 クボタ機工株式会社 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 代表取締役社長　前田　勝弘 有 東京支店 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０ 支店長　市川　篤

C001701070 株式会社測機社茨城 茨城県土浦市虫掛字東３３２９ 代表取締役　斉藤　倉一

C001701075 株式会社広瀬誠商会 茨城県つくば市上岩崎１６７５ 代表取締役　長岡　実

C001701080 スイス通信システム株式会社 千葉県千葉市中央区都町６丁目２１番５号 代表取締役　平野　恒次

C001701081 有限会社潮来電子 茨城県潮来市川尾２８‐４０ 代表取締役　坂上　好昭

C001701092 株式会社リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合三丁目２１番２号 代表取締役　天野　智

C001701093 常陽コンピューターサービス株式会社 茨城県水戸市西原２－１６－２５ 取締役社長　大山　敬次

C001701100 株式会社ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号　日東九段ビル６階 代表取締役　戸田　その子

C001701106 むつみ造園土木株式会社 秋田県秋田市山王五丁目１３番３号 代表取締役　佐々木　創太 有 関東営業所 茨城県守谷市百合ケ丘１－２３５４－１３５ 営業所長　赤田　和宏

C001701108 株式会社東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 代表取締役　堀　尚義 有 茨城営業所 茨城県水戸市見川５－３３３ 所長　伊木　寛

C001701113 日本機械工業株式会社 東京都中央区明石町６番４号 代表取締役　高田　立雄 有 本社営業部 東京都八王子市中野上町２－３１－１ 部長　鈴木　薫

C001701117 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区新河岸２－３－５ 代表取締役　髙山　盟司 有 つくば営業所 茨城県つくば市研究学園１－２－１４ 所長　太田　幸輔

C001701118 グローリー株式会社 兵庫県姫路市下手野１－３－１ 代表取締役　三和　元純 有 水戸営業所 茨城県水戸市元吉田町６２１－８ 所長　金山　一彦

C001701128 株式会社前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 代表取締役　田口　繁 有 関東支店 埼玉県川口市仲町５番１１号 支店長　池田　豊

C001701132 株式会社舟岡製作所 東京都墨田区石原４丁目３４番２号 代表取締役　舟岡　常雄

C001701138 シーデーシー情報システム株式会社 千葉県千葉市中央区本千葉町４番３号 代表取締役　鈴木　滋

C001701142 エスティコンサルティング株式会社 茨城県水戸市米沢町３９２ 代表取締役　稲垣　靖
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C001701145 エスティ税理士法人 茨城県水戸市米沢町３９２ 代表社員　四ツ倉　宏幸

C001701150 株式会社大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 代表取締役　岡野　一德 有 茨城支店 茨城県水戸市石川二丁目４２７１番地の２ 支店長　白井　勝明

C001701151 株式会社光洋 茨城県稲敷市江戸崎甲４５８‐１７ 代表取締役　根本　優美子

C001701152 石塚産業株式会社 茨城県下妻市宗道８６番地の３ 代表取締役　石塚　貴司

C001701153 株式会社情報技術 茨城県つくば市花畑三丁目３２番地１０ 代表取締役　草間　信行

C001701156 株式会社スリーライク 茨城県龍ヶ崎市出し山町４７番地 代表取締役　三好　衛

C001701159 株式会社ゆなご教材舎 茨城県日立市鮎川町６‐１６‐１０ 代表取締役　鈴木　建二 有 牛久支社 茨城県牛久市柏田町１６１９‐４ 営業チーフ　中村　巧

C001701161 株式会社キガ 栃木県宇都宮市平出町１０４３番地３ 代表取締役　森野　良幸

C001701162 株式会社リサーチアンドソリューション 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－３３ 代表取締役　美濃部　直樹 有 東京本社 東京都渋谷区本町４－１２－７泉西新宿ビル５階 代表取締役　美濃部　直樹

C001701163 株式会社地域計画連合 東京都豊島区北大塚２‐２４‐５　ステーションフロントタワー２Ｆ 代表取締役　江田　隆三

C001701164 栗山電気株式会社 茨城県龍ケ崎市若柴町３０４７－２ 代表取締役　栗山　武志

C001701170 株式会社ロココ企画装飾 栃木県宇都宮市平出工業団地３８－３２ 代表取締役　矢治　和之 有 水戸営業所 茨城県水戸市谷津町１－３ 水戸営業所長　鈴木　清和

C001701172 井上造園株式会社 茨城県稲敷郡美浦村大字受領１４３０番地２ 代表取締役　井上　秀一

C001701173 東邦厨房株式会社 茨城県水戸市住吉町２０４番地の６ 代表取締役　上崎　明彦

C001701179 アマノ株式会社 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 代表取締役　津田　博之 有 柏支店 千葉県柏市あけぼの５－５－２ 支店長　前川　尚志

C001701196 三峰無線株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１－８－８ 代表取締役　中島　芳明 有 つくば営業所 茨城県つくば市東新井２－１ 所長　遠藤　浩

C001701204 株式会社地域文化財研究所 千葉県印西市大森２５９６－９ 代表取締役　間宮　政光

C001701206 有限会社小嶋建材 茨城県稲敷市戌渡４３１番地 代表取締役　小嶋　ナミ子

C001701212 株式会社電気管理協会 茨城県水戸市元石川町８２２‐１ 代表取締役　小林　慎之介

C001701217 株式会社ミカミ 茨城県水戸市河和田町４４７１番地の４５ 代表取締役　三上　靖彦

C001701218 日本環境クリアー株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地９ 代表取締役　杉山　英司 有 茨城営業所 茨城県龍ヶ崎市中根台３－９－１ 所長　三澤　慎也

C001701220 株式会社茨城興産 茨城県水戸市河和田町１７９‐１ 代表取締役　長谷川　毅

C001701222 ハーベストネクスト株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 代表取締役　脇本　実

C001701225 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９－６ 代表取締役　川鍋　太志

C001701231 トキワ産業株式会社 茨城県水戸市三の丸三丁目七番一号 代表取締役　奥村　正好

C001701237 茨城厨機株式会社 茨城県東茨城郡城里町石塚６１５‐２５ 代表取締役　原　憲一郎

C001701242 サンプラント株式会社 茨城県土浦市神立町３４３６番地２ 代表取締役　大森　健二

C001701243 株式会社タナカ 茨城県土浦市藤沢３４９５‐１ 代表取締役　田中　司郎

C001701246 株式会社エスカム 茨城県つくば市真瀬１５１２番地２５ 代表取締役　秋田　茂

C001701249 株式会社横山印刷 茨城県土浦市桜町３‐７‐２ 代表取締役　横山　豊教

C001701253 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 代表取締役社長　木村　丈治

C001701257 株式会社日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 代表取締役　小林　信五 有 茨城営業所 茨城県水戸市東野町６２１－６ 所長　橋本　洋一

C001701259 株式会社ぎょうせい 東京都中央区銀座７目４‐１２ 代表取締役社長　成吉　弘次 有 関東支社 東京都江東区新木場１－１８－１１ 支社長　藤原　和秀

C001701260 株式会社日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号 代表取締役　山田　稔 有 取手営業所 茨城県取手市下高井１３１９ 営業所長　清水　明

C001701263 株式会社武井工業所 茨城県石岡市若松一丁目３番２６号 代表取締役　武井　厚

C001701267 イートランド株式会社 栃木県宇都宮市中今泉一丁目２２番１２号 代表取締役　高久　和男

C001701278 センター電機株式会社 茨城県水戸市水府町１４９２ 代表取締役　三代　正夫

C001701280 東京書籍株式会社 東京都北区堀船二丁目１７番１号 代表取締役　千石　雅仁 有 関東支社 東京都北区堀船二丁目１７番１号 支社長　八木　泰彦

C001701287 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 取締役社長　桑田　始 有 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 専務取締役　依田　茂

C001701288 株式会社ノガミ 新潟県新潟市曽川甲５２７番地３ 代表取締役　野上　清隆 有 関東支店 千葉県成田市並木町２２１ 支店長　桐谷　優

C001701295 都築電気株式会社 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 代表取締役社長　江森　勲 有 筑波営業所 茨城県つくば市竹園２丁目６番２号 所長　大西　和也

C001701299 株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 代表取締役　北野　昌宏 有 茨城支店 茨城県水戸市南町３－４－１４ 茨城支店長　春田　真一

C001701302 キハラ株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地 代表取締役　木原　一雄

C001701303 株式会社石井土木 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７１番地６５ 代表取締役　石井　満男

C001701304 有限会社茨城ビデオパック 茨城県土浦市中村南四丁目１１番２８号 代表取締役　岩崎　真也

C001701305 小林紙商事株式会社 茨城県水戸市吉沢町３３３番地の２ 代表取締役　小林　裕明

C001701308 ナブコシステム株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビル３２Ｆ 代表取締役社長　山村　望 有 つくば営業所 茨城県つくば市二の宮３－２－６　第四芳村ビルＢ棟 つくば営業所長　高須　英男

C001701315 常伸電通システム株式会社 茨城県土浦市板谷６－６４８－１６ 代表取締役　海東　清二

C001701316 アサクラスポーツ株式会社 茨城県土浦市木田余東台２丁目１番１８号 代表取締役　浅倉　澄樹

C001701318 ヤマカワ厨房株式会社 茨城県土浦市虫掛１５２０番地２ 代表取締役　山川　茂行

C001701325 茨城日野自動車株式会社 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭３５２４―２ 代表取締役会長兼社長　幡谷　浩史 有 土浦支店 茨城県土浦市上坂田１４４１‐１ 支店長　高橋　優一

C001701328 大成クリーン株式会社 神奈川県川崎市川崎区中島一丁目７番１号 代表取締役　加藤　直彦 有 茨城営業所 茨城県龍ケ崎市姫宮町３６－１０５ 所長　加藤　都

C001701330 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 東京都品川区東品川四丁目１２番６号 代表取締役　西條　洋 有 第２営業本部第１部 東京都品川区東品川四丁目１２番６号 第２営業本部第１部長　柴田　信也

C001701333 株式会社エフ・エガサキ 茨城県土浦市港町三丁目１７番１０号 代表取締役　江ヶ崎　千重子

C001701334 丸太建設株式会社 茨城県稲敷郡美浦村木原１８８４－８ 代表取締役　武藤　征時

C001701336 第一航業株式会社 東京都杉並区阿佐谷北３－４１－１２ 代表取締役　曽野　哲人 有 北関東支社 茨城県土浦市東並木町３３２２－１ 支社長　大澤　一雄

C001701341 株式会社小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２番７５号 代表取締役　小山　喜雄 有 筑波営業所 茨城県つくば市天久保一丁目１１－１５ 所長　飯島　剛人

C001701350 平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町２８５６番地３ 代表取締役社長　福田　良夫 有 茨城営業所 茨城県常総市新石下３６１１ 所長　米川　政宏

C001701352 株式会社増尾電気設備 茨城県稲敷郡美浦村大谷２８７ 代表取締役　増尾　浩也

C001701357 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 代表取締役　武田　健三 有 茨城営業所 茨城県取手市取手２‐１１‐８ 所長　鳥山　照正

C001701374 株式会社丸幾商会 東京都台東区台東３－４４－１ 代表取締役　大川　高雄 有 茨城営業所 茨城県稲敷郡阿見町阿見１８６６－４ 所長　福井　晃

C001701379 株式会社千本杉 茨城県那珂市菅谷６０５番地の２１ 代表取締役　中村　澄夫

C001701383 株式会社馬渕商事 東京都中央区日本橋１‐１５‐１　パーカービル 代表取締役　馬渕　祥正

C001701386 永長鈑金 茨城県稲敷郡美浦村舟子３２５５ 事業主　永長　正之

C001701387 タカラビルメン株式会社 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 代表取締役　小松　良則

C001701388 筑波総研株式会社 茨城県土浦市中央二丁目１１番７号 代表取締役　野口　稔夫

C001701393 株式会社ケーシーエス 茨城県水戸市谷津町１番４０ 代表取締役　金澤　博之

C001701396 一般財団法人高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 代表理事　久保田　了司
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C001701397 清和工業株式株式会社 茨城県水戸市東野町字南割１４０番地４ 代表取締役　小川　三郎

C001701400 中川ヒューム管工業株式会社 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番１１号 取締役社長　中川　喜久治 有 土浦営業所 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番１１号 所長　鶴見　栄

C001701401 株式会社システムコピー販売 茨城県つくば市上ノ室２８５番地１ 代表取締役　草間　一彦

C001701404 株式会社トータルシステムデザイン 茨城県取手市取手２丁目１０番１５号　ナガタニビル５Ｆ 代表取締役　木村　一生

C001701407 株式会社茨城放送 茨城県水戸市千波町２０８４番地２ 代表取締役社長　北島　重司

C001701409 株式会社インタラック関東北 千葉県千葉市中央区新町１番地１７ 代表取締役　小松　麻里

C001701413 有限会社美浦設備 茨城県稲敷郡美浦村馬掛５７５－２ 代表取締役　小松﨑　哲

C001701414 株式会社ヴィアックス 東京都中野区弥生町二丁目８番１５号 代表取締役　林　秀和

C001701418 中央開発株式会社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 代表取締役社長　瀬古　一郎 有 関東支店茨城営業所 茨城県水戸市泉町２－４－２８　オフィス水戸ビル 所長　宮田　剛治

C001701450 株式会社トヨタレンタリース茨城 茨城県水戸市泉町２－３－２４ 代表取締役　幡谷　浩史

C001701452 ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 代表取締役　髙橋　誠 有 官公庁営業部 東京都千代田区大手町１－８－１ 部長　森下　裕之

C001701455 株式会社広洋社 茨城県水戸市笠原町１３６８－１ 代表取締役　斉藤　敏行

C001701456 茨城電話工業株式会社 茨城県水戸市水府町１５４４番地の３ 代表取締役　山本　裕幹

C001701458 常陽水道工業株式会社 茨城県土浦市文京町１８番２８号 代表取締役　池田　好男

C001701463 柾木工業株式会社 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役　柾木　隆弘 有 東京支店 東京都千代田区内幸町１丁目３番３号　内幸町ダイビル８０３ 支店長　山崎　慶祐

C001701464 関東情報サービス株式会社 茨城県土浦市文京町８番２１号 代表取締役社長　塚﨑　俊一

C001701465 日本設備管理株式会社 千葉県柏市高田１３７６番地 代表取締役　鈴木　照男

C001701468 株式会社モリタ 兵庫県三田市テクノパーク１－５ 代表取締役　尾形　和美 有 東京支店 東京都港区芝五丁目３６番７号　三田ベルジュビル１９階 支店長　山北　忠司

C001701470 三国屋建設株式会社 茨城県神栖市知手中央二丁目１番２号 代表取締役　和田　英司

C001701472 株式会社ワールドメンテ 茨城県取手市取手２－１－１７ 代表取締役　建部　俊秀

C001701473 昭和株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号 代表取締役　本島　哲也 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－６－１０ 所長　本間　真

C001701474 株式会社敬文館 茨城県潮来市潮来９７番地７ 代表取締役　大川　紗恵子

C001701479 株式会社全日茨城 茨城県つくば市谷田部４７０１番地２ 代表取締役　那花　博

C001701488 株式会社協和 茨城県龍ケ崎市貝原塚町４０５３番地の２ 代表取締役　萩原　洋三

C001701493 株式会社トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６番地の２ 代表取締役　伊藤　民郎

C001701494 東海体育指導株式会社 神奈川県平塚市真田４丁目３９番３８号 代表取締役　西久保　好生 有 茨城支店 茨城県古河市東本町１丁目１４番５号 支店長　小貫　千春

C001701496 茨城警備保障株式会社 茨城県水戸市河和田町４４０５ー８４ 代表取締役　宮田　衛承

C001701507 株式会社アクアプラントテック 茨城県土浦市生田町２番１６号 代表取締役　阿部　浩幸

C001701509 株式会社大佑テック 茨城県土浦市右籾２４２９‐８ 代表取締役　河野　昭司

C001701518 有限会社高森看板製作所 茨城県土浦市富士崎１‐３‐１６ 代表取締役　高森　亮一

C001701523 有限会社勾玉工房Ｍｏｇｉ 千葉県富里市御料１００９番地２８ 取締役　大賀　健

C001701541 龍側溝管理協同組合 茨城県龍ケ崎市貝原塚町４０５３番地の２ 代表理事　榎本　睦男

C001701546 みずほリサイクル協同組合 茨城県龍ケ崎市高作町４３番地の１ 代表理事　萩原　洋三

C001701549 株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 代表取締役　森田　昌明 有 東京営業支店 東京都千代田区岩本町１丁目８番１５号 支店長　奥村　一志

C001701559 株式会社日昇つくば 茨城県つくば市片田４６８番地 代表取締役　塚田　純夫

C001701561 株式会社インフォマージュ 東京都中央区勝どき２－１８－１ 代表取締役　井上　雅晶 有 東海センター 茨城県那珂郡東海村村松北２－８－３ 所長　井上　雅晶

C001701562 株式会社ピーエス商事 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷１３６４番地７ 代表取締役　中畑　智明

C001701564 新和アメニティ株式会社 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 代表取締役　新村　勝盛

C001701567 茨城県県南造園土木協業組合 茨城県土浦市田中３－２－１ 理事長　外塚　真由美

C001701574 東京ガスエネルギー株式会社 東京都中央区日本橋浜町１丁目１２番９号　日本橋浜町ビル５Ｆ 代表取締役社長　小宮　健司 有 美浦事務所 茨城県稲敷郡美浦村興津１２９９番地３ 所長　中村　和広

C001701575 一般社団法人日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 理事長　北村　邦夫

C001701582 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 代表取締役　尾関　一郎

C001701588 株式会社イートラスト 新潟県長岡市北陽１丁目５３番地５４ 代表取締役　酒井　龍市

C001701596 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 代表取締役　松浦　豊喜 有 東京支店 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 支店長　竹原　達也

C001701601 株式会社東京天竜 東京都文京区本郷一丁目２８番１０号 代表取締役　東　雅臣

C001701605 関東文化財振興会株式会社 茨城県筑西市布川１０１２番地 代表取締役　宮田　和男

C001701606 セントラルビルテック株式会社 埼玉県川口市金山町１２番１　サウスゲートタワー川口２階 代表取締役　福岡　博志 有 茨城支店 茨城県取手市新取手１－１４－２５ 茨城支店長　坂木　玄理

C001701608 株式会社日本コンサルタントグループ 東京都新宿区下落合三丁目２２番１５号 代表取締役　清水　秀一

C001701610 有限会社伸光サービス 茨城県神栖市日川字石塚４０９０番地の１ 代表取締役　沼田　健光 有 県南支店 茨城県取手市稲１２０１番地 支店長　水野　俊之

C001701611 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都港区三田一丁目４番２８号 代表取締役　中江　靖之 有 茨城支店 茨城県水戸市見和３－５７５－３ 茨城支店長　谷野宮　博

C001701612 草苅木工株式会社 茨城県つくば市赤塚４４２番地の１ 代表取締役社長　草苅　秀明

C001701613 株式会社ベルリング 東京都千代田区神田練塀町３　富士ソフト秋葉原ビル１１Ｆ 代表取締役　飯野　塁

C001701617 エース産業株式会社 茨城県水戸市赤塚二丁目２１１－１９ 代表取締役　中川　潤一

C001701618 特定非営利活動法人グローバル教育推進機構 大阪府大阪市中央区久太郎町４－２－１５星和ＣＩＴＹＢ．Ｌ．Ｄ御堂８階 理事　中園　潔 有 東京支部 東京都北区中里１－４－６駒込朝日ビル２階 理事　中園　潔

C001701622 株式会社シナジアパワー 東京都台東区北上野一丁目９番１２号 代表取締役　武山　徳彦

C001701623 日本メサライト工業株式会社 千葉県船橋市西浦三丁目９番２号 代表取締役　亀井　義明

C001701628 株式会社エムティーアイ 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 代表取締役　前多　俊宏

C001701629 狩谷電機株式会社 茨城県石岡市国府１－６－２４ 代表取締役　狩谷　康夫

C001701630 株式会社イベント・コミュニケーションズ茨城 茨城県つくば市谷田部３６２５－３ 代表取締役　太田　一哉

C001701635 三谷コンピュータ株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 代表取締役社長　後　淳也

C001701644 岩倉緑化産業株式会社 茨城県笠間市福原１０２８番地１ 代表取締役　稲葉　総

C001900003 株式会社双葉 茨城県水戸市住吉町１５４－２ 代表取締役　桑山　佳明

C001900004 東興産業株式会社 東京都千代田区岩本町１‐１０‐５ 代表取締役　勝又　正成 有 東京営業所 東京都千代田区岩本町１‐１０‐５ 所長　栗原　康哲

C001900005 株式会社内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９ 代表取締役　内藤　篤 有 千葉営業所 千葉県千葉市中央区長洲２‐２５‐１１ 所長　馬場　聖和

C001900006 有限会社佐藤楽器 茨城県土浦市烏山４丁目１９８７－２３ 取締役　佐藤　敏行

C001900010 北澤機械店 茨城県龍ケ崎市川原代町５５３０－３ 代表　北澤　満

C001900015 株式会社茨城クリーンメディック 茨城県水戸市加倉井町１３７５番地７ 代表取締役　飯島　光典

C001900018 株式会社下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４‐１ 代表取締役　片桐　正貴
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C001900020 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 代表取締役社長　菅井　正一 有 東関東支店 千葉県千葉市中央区新町１０００番地 支店長　太田　衛

C001900024 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８－４７ 理事長　横濱　明

C001900025 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 取締役社長　関　秀明 有 関東支社 千葉県柏市柏四丁目８番１号 支社長　小口　辰広

C001900027 技研コンサル株式会社 群馬県前橋市下小出町一丁目１５番地３ 代表取締役社長　嶋田　大和

C001900028 富士通ソーシャルライフシステムズ株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 代表取締役社長　田中　政法 有 営業部 神奈川県川崎市中原区下小田中２－１２－５ 営業部長　岩里　佳宣

C001900029 有限会社栄進オフィス 茨城県牛久市柏田町１６２１ 代表取締役　手島　幹男 有 稲敷支社 茨城県稲敷市羽賀８５３ 代表取締役　手島　幹男

C001900040 フレーベル館茨城販売株式会社 茨城県土浦市下高津３－９－１１ 代表取締役　神坂　行雄

C001900042 株式会社内田化工 茨城県小美玉市堅倉１５８０‐９ 代表取締役　内田　尚武

C001900049 フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸３－２０－２０ 代表取締役　深澤　貴 有 東京支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１ 支店長　田中　利明

C001900055 新明和アクアテクサービス株式会社 兵庫県芦屋市打出町７番１８号 代表取締役　島坂　忠宏 有 北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目４３番地２０ 所長　中目　文輝

C001900056 共和メンテナンス株式会社 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 代表取締役　安部　次男

C001900057 株式会社茨城新聞社 茨城県水戸市笠原町９７８番地２５　茨城県開発公社ビル 代表取締役　沼田　安広

C001900067 株式会社阪神計器製作所 兵庫県尼崎市神田中通４－１６３ 代表取締役　松田　健仁 有 関東支店 東京都港区芝４－６－１４ 支店長　尾上　貴之

C001900068 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 代表取締役　関口　昌太朗 有 茨城営業所 茨城県牛久市栄町三丁目１８６　長谷川ビル２階 所長　近藤　良

C001900069 株式会社アイエスケイ 茨城県筑西市中舘３５５ 代表取締役　榛葉　高夫

C001900073 日本空調サービス株式会社 愛知県名古屋市名東区照が丘２３９番２ 代表取締役　田中　洋二 有 筑波支店 茨城県つくば市天久保二丁目１３番地１２ 支店長　小川　晋二

C001900076 株式会社中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 代表取締役　中西　一真 有 東関東支店 千葉県千葉市中央区登戸３－１９－９昭栄ビルⅢ 支店長　昌﨑　光雄

C001900078 宇都宮電子株式会社 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 代表取締役　上吉原　均 有 つくば営業所 茨城県守谷市松前台３－２２－７ 常務取締役所長　笹森　信行

C001900079 株式会社鹿島商会 茨城県鹿嶋市宮中２５７ 代表取締役　遠藤　功

C001900080 株式会社めぶきリース 茨城県水戸市南町３－４－１２　常陽海上ビル７階 代表取締役社長　薗部　浩重

C001900083 シビリアン警備保障株式会社 東京都新宿区新宿一丁目１９番１０‐４０１号 代表取締役　荒木田　泰宗 有 茨城支社 茨城県水戸市泉町一丁目１番１０号 支社長　菅谷　徹

C001900085 日化メンテナンス株式会社 東京都千代田区東神田二丁目５番１２号 代表取締役社長　戸井　信一 有 東日本支店茨城事業所 茨城県水戸市城南２－５－４５ 所長　大内　健一

C001900086 税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 代表社員　髙橋　節男

C001900087 株式会社ウインズ・ユー 茨城県牛久市牛久町３２７４－１９ 代表取締役　植田　克治

C001900095 中山環境エンジ株式会社 茨城県つくば市吉沼４３２１ 代表取締役　中山　真一郎

C001900096 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北３－１６－１０ 代表取締役　上田　秀樹 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町６００－３８　ＮＳ笠原第２　２－Ｄ号室 支店長　岩井　進太郎

C001900097 株式会社ワコーインターナショナル 東京都北区豊島１－３４－５ 代表取締役　小野澤　実 有 茨城支店 茨城県下妻市前河原６１１－３０ 支店長　須賀　義純

C001900102 株式会社アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０ 代表取締役社長　寺部　良洋 有 東京支店 東京都練馬区豊玉南３‐１１‐３ 支店長　戸苅　浩吉

C001900109 アクモス株式会社 東京都千代田区神田小川町三丁目２６番地８ 代表取締役　清川　明宏 有 茨城本部 茨城県那珂郡東海村村松２７１３番地７ 取締役　本部長　石川　稔

C001900110 東日本警備保障株式会社 茨城県水戸市米沢町５２２－１ 代表取締役　加藤　美枝子

C001900115 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 執行役社長　東原　敏昭 有 茨城支店 茨城県水戸市三の丸一丁目４番７３号 支店長　岩本　善之

C001900118 深澤通信工業株式会社 茨城県土浦市中高津２－１７－２１ 代表取締役　深澤　喜美子

C001900121 株式会社裕生 東京都中央区銀座１丁目１１番３号 代表取締役　根本　晃 有 つくば営業所 茨城県つくば市二の宮１丁目１１番地９　ＴＯＳビルⅢ２Ｆ 所長　竹内　浩

C001900122 アズビル金門株式会社 東京都豊島区北大塚１－１４－３ 代表取締役　上西　正泰 有 さいたま営業所 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１８－１ 所長　柿木　敏文

C001900125 株式会社バイオス 茨城県ひたちなか市東大島２－２－２１ 代表取締役　矢島　雅史

C001900130 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１－５－１ 代表取締役社長　麿　秀晴 有 水戸営業所 茨城県水戸市城東１－６－１ 所長　片桐　敦

C001900131 株式会社ニューライフ 茨城県龍ケ崎市出し山町１４５番地 代表取締役　野村　達夫

C001900132 株式会社水戸京成百貨店 茨城県水戸市泉町一丁目６番１号 代表取締役社長　齋藤　貢 有 水戸京成百貨店外商部 茨城県水戸市五軒町二丁目１番３７号 外商部部長　佐藤　潤一郎

C001900133 土浦ケーブルテレビ株式会社 茨城県土浦市真鍋一丁目１１番１２号 代表取締役　橋本　祐一

C001900134 株式会社カツタ 茨城県ひたちなか市高野１９６８－２ 代表取締役　望月　福男

C001900135 株式会社メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 代表取締役　岡田　泰紀

C001900137 株式会社帝国データバンク 東京都港区南青山２－５－２０ 代表取締役　後藤　信夫 有 土浦支店 茨城県土浦市港町１－８－４　ホープビル２号館７Ｆ 支店長　中沢　建

C001900140 株式会社こうの書店 茨城県稲敷市江戸崎甲２６９２ 代表取締役社長　鴻野　茂夫

C001900141 ムサシ興発株式会社 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 代表取締役　榎本　愼二 有 茨城営業所 茨城県つくば市下広岡１０５５‐２８１‐２０２ 所長　横張　聡志

C001900146 株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市東若松町３９８８番地３ 代表取締役　植田　利収

C001900151 株式会社佐乃屋佛具 茨城県土浦市霞ヶ岡町２番地１８ 代表取締役　佐野　友則

C001900155 株式会社環境測定サービス 茨城県水戸市石川四丁目３８９６番地の３ 代表取締役　黒羽　徹

C001900158 株式会社藤興産 静岡県下田市柿崎４１－２０ 代表取締役　須藤　雄司 有 茨城営業所 茨城県土浦市荒川沖東三丁目３－２　荒川沖東３丁目テナント２０１号室 所長　後藤　巌

C001900159 ワタキューセイモア株式会社 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２‐２ 代表取締役　村田　清和 有 関東支店 埼玉県越谷市新越谷２‐１９２ 支店長　小町　直広

C001900160 日建リース工業株式会社 東京都東久留米市八幡町二丁目１１番７３号 代表取締役社長　関山　正勝 有 東関東営業所 茨城県つくば市鷹野原２１－７ 所長　金田　義治

C001900164 株式会社西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１０－９ 代表取締役　工藤　清 有 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－８０１－２ 支店長　鶴留　勝己

C001900178 株式会社向洋 茨城県北茨城市関南町神岡下２１９番地の６ 代表取締役　金澤　將順

C001900179 ライフィクス株式会社 茨城県北茨城市関南町神岡下２１９番地の６ 代表取締役　金澤　將順

C001900181 有限会社毛野考古学研究所 群馬県前橋市公田町１００２番地１ 代表取締役　日沖　剛史 有 茨城支所 茨城県常総市菅生町２０４２番地１ 支所長　土生　朗治

C001900182 株式会社千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 代表取締役社長　濱田　忠 有 茨城営業所 茨城県鹿嶋市大字宮中２２９－７ 所長　布瀬　則雄

C001900185 東洋計測株式会社 茨城県鹿嶋市宮下三丁目４番６号 代表取締役　和田　厚

C001900191 株式会社東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 代表取締役社長　狩谷　薫 有 水戸事務所 茨城県水戸市城南２－４－１７　レジデンスカープ水戸１０１ 所長　吉田　稔

C001900192 冨士メンテナンス株式会社 茨城県水戸市元台町１５００番地 代表取締役　井坂　正道

C001900197 日東調理機株式会社 茨城県ひたちなか市高場二丁目１８番地１０ 代表取締役　高橋　義雄

C001900200 ニッタン株式会社 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 代表取締役社長　板倉　秀樹 有 つくば支店 茨城県土浦市下高津３－６－４０ 支店長　藤田　篤

C001900203 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽二丁目６番１号 代表取締役　牛島　祐之 有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町四丁目３番２０号 所長　亀田　憲二

C001900207 茨城アイホー調理機株式会社 茨城県土浦市大岩田１３２９番地５ 代表取締役　大場　伝美

C001900208 株式会社日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋３‐１‐１ 取締役社長　中津　英司 有 茨城支店 茨城県水戸市泉町２‐２‐２７ 支店長　松田　祐司

C001900210 山野井商事株式会社 茨城県取手市取手二丁目１番１７－５０１号 代表取締役　山野井　浩

C001900217 株式会社美浦クリーン 茨城県稲敷郡美浦村布佐１７３２ 代表取締役　石井　淳嗣

C001900222 東鉱商事株式会社 茨城県日立市幸町１丁目３番８号 代表取締役　関　信一 有 本社営業部 茨城県日立市幸町１丁目３番８号 営業部長　大越　健一

C001900224 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 代表取締役社長　永井　貴徳

C001900231 株式会社茨城ひかりのくに 茨城県水戸市千波町１２８６－７ 代表取締役　内田　浩司
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C001900237 有限会社振武堂 茨城県土浦市桜町三丁目１１番２号 代表取締役　渡邊　義久

C001900247 兼平電気管理事務所 茨城県稲敷郡阿見町実穀１５１８－２２６ 代表　兼平　吉孝

C001900251 株式会社ライフサービス 茨城県土浦市下高津四丁目５番３５号 代表取締役　岸田　毅

C001900252 株式会社データホライゾン 広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号　広島ミクシス・ビル 代表取締役　内海　良夫

C001900258 株式会社西原環境 東京都港区海岸３－２０－２０ 代表取締役　ヤニック・ラット 有 茨城営業所 茨城県土浦市下高津１－１９－４１ 所長　栗原　正朋

C001900259 東芝エレベータ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 代表取締役　中川　誠 有 東関東支社 千葉県千葉市中央区中央１丁目１１番１号 支社長　白水　聰

C001900260 株式会社極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田２－３－２６ 代表取締役　村岡　基 有 茨城事務所 茨城県水戸市元吉田町１２８ 所長　秋元　透

C001900261 水道テクニカルサービス株式会社 神奈川県横浜市旭区二俣川１‐４５‐４５　大髙ビル３階 代表取締役　大島　健司

C001900262 株式会社カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町１－６－１０ 代表取締役　山田　正巳 有 水戸営業所 茨城県水戸市笠原町１１８９‐２グリーンヒル西野ビル２Ｆ 所長　俵谷　一三五

C001900264 株式会社ＡＮ計画工房 茨城県水戸市見川２丁目８－２１ 代表取締役　西垣　聡之

C001900265 株式会社クレフ 茨城県土浦市桜町４－６－２３ 代表取締役　新谷　昌弘

C001900266 水匠メンテナンス有限会社 茨城県稲敷郡美浦村木原３４９－１９ 代表取締役　飯島　操

C001900268 有限会社泉観光 茨城県龍ケ崎市半田町１１９８－１ 代表取締役　小林　公彦

C001900270 トーヨークリーン産業株式会社 茨城県稲敷郡美浦村信太２６２７番地１ 代表取締役　小泉　公江

C001900273 株式会社アイアールエス 東京都渋谷区千駄ケ谷５－１６－１１ 代表取締役　牧野　昭雄

C001900274 株式会社速記センターつくば 茨城県取手市取手三丁目４番２０号　中山ビル３０１ 代表取締役　渡部　雅史

C001900275 有限会社カミス総合防災 茨城県神栖市知手中央九丁目５番２号 代表取締役　奥水　元治 有 茨城西南営業所 茨城県守谷市けやき台三丁目２番地１２ 所長　奥水　元錫

C001900277 株式会社富士通エフサス 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 代表取締役社長　濱場　正明 有 筑波支店 茨城県つくば市竹園１－６－１ 支店長　中田　元也

C001900279 三和航測株式会社 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 代表取締役　大西　錦城 有 北関東支社 茨城県水戸市城南２丁目１５番１６号水戸フレールビル 支社長　友田　博

C001900281 冨美通信興業株式会社 東京都中央区八重洲二丁目七番地十二号 代表取締役社長　鬼澤　光一郎 有 土浦営業所 茨城県土浦市滝田１－３８ 所長　太田　勲

C001900284 ダスキン山多屋商事株式会社 茨城県石岡市石岡１３４６２－５６ 代表取締役　井口　栄一 有 ダスキンレントオール土浦イベントセンター 茨城県土浦市虫掛３５５５ センター長　安藤　秀樹

C001900286 株式会社四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 代表取締役　那波　市郎

C001900288 株式会社ユハラ 茨城県土浦市荒川沖４７５番地３ 代表取締役　湯原　豊

C001900295 株式会社ＦＳＫ 福島県いわき市内郷御厩町三丁目１６８番地 代表取締役　鬼澤　浩正

C001900298 日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 代表取締役　山岸　勇一郎

C001900299 小池株式会社 茨城県古河市幸町１番４５号 代表取締役　小池　裕之

C001900300 株式会社日進産業 東京都中央区入船１－４－１０ 代表取締役　幡野　明弘

C001900301 株式会社ＮＴジオテックス北関東 茨城県水戸市城南三丁目３番３２号 代表取締役　川上　政美

C001900302 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都千代田区外神田６－１５－１２ 代表取締役　及川　弘 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－４－７　第５プリンスビル５Ｆ 営業所長　高野　明男

C001900306 株式会社アレスコ 茨城県石岡市鹿の子１－１８－１２ 代表取締役　磯邊　集

C001900307 茨城トヨペット株式会社 茨城県水戸市千波町２０２８－１ 代表取締役　幡谷　定俊 有 法人営業部 茨城県水戸市千波町２０２８－１ 担当次長　大野　哲

C001900310 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１ 代表取締役　髙山　善司 有 つくば営業所 茨城県つくば市春日２－１４－１４ 所長　弥永　勝道

C001900312 有限会社鈴機 茨城県石岡市国府五丁目２番２５号 代表取締役　鈴木　直人

C001900313 東京ガスリース株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 代表取締役　吉田　修一

C001900314 株式会社ニッコク 東京都港区六本木六丁目１７番１号 代表取締役　御法川　法男 有 東京支店 東京都港区六本木六丁目１７番１号 支店長　坂田　松秀

C001900315 公共地研株式会社 埼玉県川口市戸塚３－２５－２７ 代表取締役　遠藤　巌 有 水戸営業所 茨城県水戸市渡里町２５３２－２－１０８ 営業所長　遠山　周作

C001900316 関東ビルサービス株式会社 茨城県水戸市千波町１７９５－１ 代表取締役　小堀　修

C001900317 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅２－３５－２２ 代表取締役　松浦　千尋 有 さいたま支店 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－６ 支店長　西舘　和則

C001900319 日通商事株式会社 東京都港区海岸１－１４－２２ 代表取締役社長　新居　康昭 有 茨城営業センター 茨城県つくばみらい市台１８６１－１ 所長　江口　宣雄

C001900321 株式会社エス・アイ・シー 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 代表取締役　麻見　浩史

C001900322 富士ゼロックス茨城株式会社 茨城県水戸市城南２丁目１番２０号 代表取締役　村田　耕一 有 営業統括部 茨城県水戸市城南２丁目１番２０号 営業統括部長　小倉　昭広

C001900323 中道リース株式会社 北海道札幌市中央区北一条東三丁目３番地 代表取締役　関　　寛

C001900326 株式会社伊藤建設 茨城県稲敷郡美浦村大谷４５３番地１ 代表取締役　伊藤　孝司

C001900329 株式会社土浦消防センター 茨城県土浦市虫掛３３１４－１ 代表取締役　中島　大輔

C001900331 エイチ・シー・ネットワークス株式会社 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 代表取締役　大江　愼一 有 茨城支店 茨城県日立市日高町５丁目９番１５号 支店長　萩野谷　潤一

C001900334 株式会社川又感光社 茨城県水戸市五軒町一丁目５番４８号 代表取締役　川又　俊之 有 鹿島営業所 茨城県鹿嶋市国末９９０ 営業所長　佐々木　義明

C001900335 株式会社レパスト 東京都中央区銀座七丁目１３番８号 代表取締役　西　剛平

C001900336 株式会社オーチュー 東京都渋谷区代々木２‐１８‐３オーチュー第１ビル 代表取締役　片野　忠彦 有 茨城支店 茨城県ひたちなか市佐和１４６１－１ 支店長　高野　洋平

C001900339 倉沢印刷株式会社 茨城県龍ケ崎市３４５８ 代表取締役　倉沢　南州

C001900340 株式会社常陽リビング社 茨城県土浦市桜ケ丘町７番１０号 代表取締役社長　米山　典克

C001900341 株式会社やまたけ 東京都足立区西新井５－３５－１３ 代表取締役　山口　大介 有 土浦営業所 茨城県かすみがうら市加茂５３０３－６ 常務取締役所長　渡邉　一宏

C001900342 株式会社フクシ・エンタープライズ 東京都江東区大島一丁目９番８号 代表取締役　福士　昌 有 茨城支店 茨城県つくば市天久保四丁目５番地１１‐１０８号 支店長　槇　直也

C001900346 特定非営利活動法人子連れスタイル推進協会 茨城県つくば市梅園２‐１７‐４ 理事　光畑　由佳

C001900347 株式会社コーエー 茨城県取手市清水７４７番地 代表取締役　菅谷　和雄

C001900348 株式会社ライズ 栃木県河内郡河内町下岡本町２５０７‐３ 代表取締役　髙橋　正人 有 茨城営業所 茨城県土浦市小松１‐１５‐２ 茨城営業所所長　松本　貴史

C001900349 株式会社ユニ・プランつくば 茨城県つくば市下大島４２４ 代表取締役　須藤　靖子

C001900350 関東乳業株式会社 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町１２０番地 代表取締役　相沢　敏之

C001900352 郡リース株式会社 東京都港区六本木六丁目１１番１７号 代表取締役社長　郡　正直 有 水戸支店 茨城県水戸市白梅１－９－４　ＪＳビル４Ｆ 支店長　高橋　英伸

C001900354 山崎教育システム株式会社 東京都東村山市久米川町五丁目３３番地２４ 代表取締役　山崎　正

C001900355 日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番３号 代表取締役　齋藤　充 有 茨城支店 茨城県つくば市谷田部３３５７－１ 支店長　丸山　達典

C001900358 日本ビルシステム株式会社 茨城県水戸市中央一丁目２番１５号 代表取締役　鎌田　勝正 有 つくば支店 茨城県つくば市春日四丁目２番地５ 支店長　神原　章彦

C001900359 ＡＬＳＯＫ茨城株式会社 茨城県水戸市笠原町９７８番２９ 代表取締役　望月　壽一郎

C001900367 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６ 代表取締役　森田　俊作 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町１５７１番地の３ 支店長　玉木　秀幸

C001900368 一般財団法人関東電気保安協会 東京都港区芝浦４－１３－２３ 理事長　山口　博 有 茨城事業本部 茨城県水戸市白梅１－４－３５ 事業本部長　髙木　薫

C001900372 稲葉工業株式会社 茨城県つくば市館野５７６ 代表取締役　稲葉　健太郎 有 分析センター 茨城県つくば市谷田部２９５４ 専務取締役　稲葉　大

C001900381 株式会社ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 代表取締役　小林　仁 有 営業本部 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 本部長　吉野　隆弘

C001900383 株式会社日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町９番７号 代表取締役　降矢　直樹 有 東京支店 東京都千代田区神田東松下町２７番地 支店長　海老原　晃治

C001900390 扶桑電通株式会社 東京都中央区築地５－４－１８ 代表取締役社長　有冨　英治 有 茨城営業所 茨城県つくば市吾妻３－１５－１５ 所長　藤沢　直樹
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C001900393 関彰商事株式会社 茨城県筑西市一本松１７５５－２ 代表取締役社長　関　正樹 有 ビジネスソリューション部つくば支店 茨城県つくば市東新井１２－２ 支店長　横塚　篤

C001900395 株式会社俐玖 茨城県つくば市妻木２５１１番地３ 代表取締役　山中　美穂

C001900398 株式会社ジェイエスケイ 茨城県水戸市青柳町４６５８－１ 代表取締役　佐藤　平八郎

C001900400 沼尻産業株式会社 茨城県つくば市榎戸７８３番地の１２ 代表取締役社長　沼尻　年正

C001900401 株式会社ティー・ケー・エス 茨城県取手市戸頭１００６－３ 代表取締役　海老原　宏

C001900402 シンレキ工業株式会社 東京都大田区蒲田５丁目３８番１号 代表取締役社長　田中　正晴 有 茨城事業所 茨城県東茨城郡茨城町長岡４２８５ 所長　松岡　幸生

C001900410 株式会社ＮＪＳ 東京都港区芝浦１－１－１ 代表取締役社長　村上　雅亮 有 茨城出張所 茨城県取手市取手３－４－２２ 所長　平賀　健

C001900411 株式会社近畿日本ツーリスト関東 東京都新宿区西新宿２－６－１　新宿住友ビル３６階 代表取締役社長　髙川　雄二 有 つくば支店 茨城県つくば市天久保３－１－１　筑波大学大学会館Ｂ棟 支店長　應本　勲

C001900418 東洋計器株式会社 長野県松本市和田３９６７－１０ 代表取締役　土田　泰秀 有 北関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町４－２－２０ 支店長　赤羽　誠

C001900422 オリジナル設計株式会社 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 代表取締役社長　菅　伸彦 有 茨城事務所 茨城県水戸市中央２－８－８ 所長　荒井　文夫

C001900424 株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 代表取締役社長　中村　哲己 有 茨城事務所 茨城県つくば市鬼ケ窪１０４７－２７ 所長　正部家　理純

C001900426 アクセレント株式会社 栃木県宇都宮市東峰町３０７９番地２ 代表取締役　吉川　卓

C001900427 日本不動産管理株式会社 東京都千代田区東神田２－１０－１３　日本ビル 代表取締役　佐藤　浩二 有 茨城支社 茨城県土浦市富士崎１－１６－３ 支社長　鷹巣　祐次

C001900428 平成観光自動車株式会社 茨城県龍ケ崎市泉町１２５８－１ 代表取締役　沼野　晃広

C001900430 株式会社栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４－６ 代表取締役　栗原　勝 有 土浦支店 茨城県土浦市若松町１－２１ 支店長　直井　克仁

C001900432 株式会社古川技建 茨城県日立市桜川町ニ丁目６番１７号 代表取締役　佐藤　勝哉

C001900433 株式会社Ｖコンサル 東京都中央区日本橋茅場町２－１４－１　第一井上ビル６０２号 代表取締役　野澤　周永

C001900434 昱株式会社 東京都中央区東日本橋３－３－１１ 取締役社長　中川　崇 有 茨城支店 茨城県土浦市千束町３－１１ 取締役支店長　服部　泰幸

C001900435 株式会社協栄 茨城県龍ケ崎市城ノ内一丁目２０番地２ 代表取締役　榎本　睦男

C001900437 二ノ宮電気管理事務所 茨城県つくば市上原１９３－３２ 代表　二ノ宮　正美

C001900447 ＯＫＩクロステック株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 代表取締役　竹内　敏尚

C001900452 株式会社コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島一丁目１４番１８号 代表取締役　川島　富美子

C001900453 フクダ電子南関東販売株式会社 千葉県千葉市中央区千葉港５番３３号 代表取締役　小滝　正治 有 つくば営業所 茨城県つくば市春日３丁目５番６号 所長　土屋　陽介

C001900454 株式会社ＪＴＢ 東京都品川区東品川２丁目３番１１号 代表取締役　髙橋　広行 有 茨城南支店 茨城県つくば市竹園２－２－４ 支店長　清水　徹也

C001900456 株式会社ＭＣエバテック 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号 代表取締役　草野　晋平 有 分析事業部つくば営業所 茨城県稲敷郡阿見町中央８－３－１ 所長　田中　賢二

C001900457 株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂３‐２１‐２１　サンワット渡邊ビル６階 代表取締役　吉村　利一

C001900463 株式会社光和印刷 茨城県水戸市元吉田町１８２３番地の２２ 代表取締役　宮角　貴裕

C001900464 株式会社ともゑファシリティーズ 茨城県つくば市東光台三丁目１５番地１３ 代表取締役　田口　順章

C001900467 日本無線株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 代表取締役社長　荒　健次 有 関東支社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 支社長　鈴木　工

C001900469 株式会社アビック 茨城県水戸市袴塚２－４－４６ 代表取締役　秋山　英樹

C001900470 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 代表取締役　青柳　司郎 有 茨城出張所 茨城県水戸市酒門町４２３２番地の２８ 所長　森田　剛

C001900473 株式会社大曽根建設 茨城県ひたちなか市足崎１４７４－４６ 代表取締役　大曽根　理一郎

C001900479 株式会社小林電気商会 茨城県潮来市水原６７２番地１ 代表取締役　小林　英樹

C001900480 株式会社住恵 茨城県取手市白山４－２－１２ 代表取締役　伊沢　勝義

C001900483 株式会社セノン 東京都新宿区西新宿２－１－１ 代表取締役社長　小谷野　宗靖 有 茨城支社 茨城県つくば市竹園１－６－１ 支社長　山口　宙太

C001900484 株式会社野口ポンプ製作所 東京都墨田区菊川１－１３－１４ 代表取締役　野口　和秀

C001900486 株式会社ナガワ 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 代表取締役社長　髙橋　修 有 水戸営業所 茨城県水戸市住吉町４５－３ 所長　向口　明人

C001900489 有限会社篠田工務店 茨城県稲敷郡美浦村興津１３６４番地 代表取締役　篠田　恭央

C001900490 株式会社サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 代表取締役　結城　剛

C001900491 ランスタッド株式会社 東京都千代田区紀尾井町４‐１　ニューオータニガーデンコート２１階 代表取締役　猿谷　哲 有 つくば支店 茨城県つくば市研究学園５‐２０‐２　つくばシティア・モアビル５階 支店長　久保　智彦

C001900492 株式会社エルピオ 千葉県市川市曽谷１－３０－１８ 代表取締役　牛尾　健

C001900498 アサヒ 茨城県稲敷市江戸崎甲２７２４ 社主　鴻野　忠

C001900507 東電タウンプランニング株式会社 東京都港区海岸１－１１－１ 代表取締役社長　市田　雅之 有 茨城総支社 茨城県水戸市自由が丘３－５７ 茨城総支社長　野口　慎也

C001900510 株式会社鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９ 代表取締役　川又　啓蔵

C001900511 株式会社ルネサンス 東京都墨田区両国２‐１０‐１４ 代表取締役社長執行役員　吉田　正昭 有 スポーツクラブ　ルネサンス　竜ヶ崎ニュータウン 茨城県龍ケ崎市小柴５‐２‐２ 支配人　後藤　光裕

C001900512 イガラシ綜業株式会社 茨城県日立市幸町２－８－６ 代表取締役　五十嵐　則夫

C001900513 星野総合商事株式会社 埼玉県川口市本蓮１‐１‐９ 代表取締役　星野　晃一郎

C001900517 有限会社常総クリーンサービス 茨城県土浦市霞ケ岡町２‐２２ 代表取締役　藤枝　金三

C001900519 株式会社中城 茨城県つくば市筑穂１－１０－１０ 代表取締役　宮本　房幸

C001900521 東洋シヤッター株式会社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号　南船場ハートビル１２階 代表取締役　岡田　敏夫 有 土浦営業所 茨城県つくば市高野台２－３－７－１０３ 所長　渡邊　芳裕

C001900524 株式会社マルシェ薬品 茨城県土浦市西真鍋町４番３９号 代表取締役　飯島　卓

C001900525 三陽自動車株式会社 東京都江東区深川２－６－１１ 代表取締役　寺田　学 有 茨城事業所 茨城県常総市内守谷町きぬの里３－１９－３ 所長　澁谷　宗範

C001900529 ナカバヤシ株式会社 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 代表取締役　湯本　秀昭 有 東京本社 東京都板橋区東坂下二丁目５番１号 本社長　淡路　克浩

C001900531 水戸ホーチキ株式会社 茨城県水戸市笠原町１７１１‐１９ 代表取締役　小山　賀久

C001900533 第一測工株式会社 栃木県宇都宮市新町二丁目６番１０号 代表取締役社長　小堀　俊明

C001900536 株式会社工藤設計 栃木県宇都宮市鶴田町５７８番地６ 代表取締役社長　阿久津　俊策 有 茨城営業所 茨城県水戸市大工町３丁目５番４号 所長　手塚　正人

C001900538 株式会社千葉測器 千葉県千葉市中央区都町２－１９－３ 代表取締役　中村　卓見

C001900540 株式会社環境研究センター 茨城県つくば市羽成３番地１ 代表取締役　片野　明

C001900548 日本通信紙株式会社 東京都台東区下谷１－７－５ 代表取締役　國生　敏矢 有 北関東営業所 茨城県石岡市柏原１３ 所長　加藤　朋徳

C001900549 ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 代表取締役　小幡　学 有 茨城営業所 茨城県水戸市河和田町東中曽根３９２９ 所長　鈴木　隆支

C001900554 茨城不動産管理株式会社 茨城県土浦市富士崎１－１６－３ 代表取締役　後藤　輝義

C001900559 有限会社萩原清掃社 茨城県龍ケ崎市３４４５番地 代表取締役　萩原　初江

C001900560 日立綜合防災株式会社 茨城県那珂郡東海村舟石川６４４‐１４ 代表取締役　瀬谷　雄一

C001900564 東武トップツアーズ株式会社 東京都墨田区押上一丁目１番２号 代表取締役　坂巻　伸昭 有 茨城南支店 茨城県土浦市港町１－４－１９　ワコー第２ビル２階 支店長　山本　陽一

C001900566 東神電池工業株式会社 茨城県水戸市城東１－４－４ 代表取締役　永井　忠弘

C001900567 株式会社ジー・アシスト 茨城県牛久市東大和田町３８６－１ 代表取締役　今井　佳代子

C001900570 山田空調設備株式会社 茨城県土浦市高岡２３９０－１ 代表取締役　山田　剛

C001900571 国土地図株式会社 東京都新宿区西落合２－１２－４ 代表取締役　稲垣　秀夫
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C001900575 株式会社土浦メディカル 茨城県土浦市中高津３‐１４‐３ 代表取締役　飯沼　健次

C001900576 新興サービス株式会社 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 代表取締役　福留　泰蔵 有 北関東支店 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目５番３１号 支店長　浦　学

C001900577 株式会社かつら設計 茨城県東茨城郡城里町大字御前山２５１番地１ 代表取締役　中村　國夫

C001900579 東洋プラント工業株式会社 茨城県土浦市中村南４‐５‐２７ 代表取締役　今泉　多香子

C001900581 株式会社シイナクリーン 茨城県守谷市野木崎１３４９番地１ 代表取締役　椎名　誠

C001900582 タニコー株式会社 東京都品川区戸越１丁目７番２０号 代表取締役　谷口　秀一 有 つくば営業所 茨城県つくば市並木４－１７－３ 所長　渡辺　良彦

C001900585 株式会社美浦リゾートサービス 茨城県稲敷郡美浦村根火１１１８－２ 代表取締役　貝塚　治夫

C001900586 信号器材株式会社 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０ 代表取締役社長　前島　敏雄 有 茨城営業所 茨城県筑西市中舘３５５ 所長　佐和　史好

C001900588 佐藤電設株式会社 茨城県水戸市谷田町１０１４－３ 代表取締役　佐藤　正則

C001900590 デュプロ株式会社 東京都千代田区神田紺屋町７ 代表取締役　塚崎　昌則 有 茨城支店 茨城県石岡市石岡２１８３‐５ 支店長　鶴町　真人

C001900591 株式会社トミス 東京都渋谷区代々木２‐１５‐５ 代表取締役　戸簾　俊久

C001900595 株式会社東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 代表取締役　中本　直士

C001900603 株式会社ひかり 茨城県稲敷郡美浦村信太２８０１番地６ 代表取締役　沼﨑　緑

C001900606 ジャパンエレベーターサービス城南株式会社 東京都千代田区東神田一丁目１１番２号 代表取締役　宮寺　忠裕

C001900607 新日本化成株式会社 千葉県千葉市中央区富士一丁目１５‐８ 代表取締役　平野　茂 有 つくば営業所 茨城県牛久市岡見町 営業所長　岩月　友洋

C001900608 有限会社ティーケーシステム 茨城県つくば市小田２５８１‐１ 代表取締役　鴻巣　一之

C001900609 株式会社広報企画社 茨城県石岡市東大橋３１５７‐８ 代表取締役　立川　英樹

C001900611 常陸空調サービス株式会社 茨城県土浦市真鍋五丁目１番２５号 代表取締役　金塚　英雄

C001900613 佐藤厨房株式会社 茨城県ひたちなか市西大島一丁目２５番１６号 代表取締役　佐藤　恵介

C001900614 パスキン工業株式会社 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 代表取締役　佐藤　靖 有 茨城営業所 茨城県猿島郡境町塚崎７７２－１０ 所長　国友　和広

C001900616 株式会社トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２‐６ 代表取締役　木本　忠将 有 茨城支店 茨城県つくば市今鹿島３４９３‐２ 取締役支店長　大月　昇

C001900621 株式会社フジクリーン茨城 茨城県水戸市谷津町字細田１番地２１ 代表取締役　大竹　昌士

C001900622 五光警備保障株式会社 茨城県水戸市笠原町１４９７‐９ 代表取締役　渡辺　三代子

C001900626 新安全警備保障株式会社 茨城県水戸市吉沢町３５７番地の１ 代表取締役　眞壁　純夫

C001900627 コクヨ北関東販売株式会社 栃木県宇都宮市問屋町３１７２‐４８ 代表取締役　船田　雅弘 有 茨城支店 茨城県水戸市千波町１９６８－３　水戸東石ビル１階 支店長　綿引　正孝

C001900631 大山県南保険 茨城県牛久市小坂町１９１２－８０ 代表　大山　健一

C001900635 株式会社ダイトー 茨城県つくば市金田８９３番地２ 代表取締役　堀　真理

C001900636 有限会社ＳＥＴ 茨城県土浦市下高津一丁目５番２３号 取締役　堀　桃子

C001900638 令和建設株式会社 茨城県守谷市百合ケ丘一丁目２４０２番地の１ 代表取締役　由良　宣明

C001900639 株式会社アイコンサルタント 埼玉県狭山市大字北入曽１３６３－１ 代表取締役　小川　正幸 有 茨城営業所 茨城県牛久市上柏田３－６２－７ 所長　関口　慎二

C001900640 株式会社日本サーモエナー 東京都港区白金台３－２－１０　白金台ビル 代表取締役　泉　雅彦 有 つくば営業所 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里１１ 所長　大平　武志

C001900648 エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園１－２－９ 代表取締役　浅野　幸雄 有 北関東営業所 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１８５－１３ 所長　伊藤　健二

C001900651 茨城県森林組合連合会 茨城県常陸大宮市宮の郷２１５２‐２３ 代表理事会長　佐川　卓政

C001900653 かがやき税理士法人 愛知県安城市三河安城本町二丁目１番地１０ 代表社員　稲垣　靖 有 かがやき税理士法人 茨城県水戸市米沢町３９２番地 代表社員　稲垣　靖

C001900657 株式会社東京建設コンサルタント 東京都豊島区北大塚一丁目１５番６号 代表取締役　大村　善雄 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南一丁目２番４３号 所長　根本　洋

C001900659 株式会社ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５番地１ 代表取締役　山本　努

C001900661 みずほリース株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 代表取締役社長　本山　博史

C001900663 ＨＥＮＮＧＥ株式会社 東京都渋谷区南平台町１６－２８ 代表取締役　小椋　一宏

C001900664 株式会社セフテック 茨城県古河市大山９７７番地１ 代表取締役　入江　史典

C001900667 株式会社明日葉 東京都港区芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志

C001900670 株式会社アースワーク 長野県長野市大字柳原２３６１‐１２ 代表取締役　永井　秀明

C001900671 有限会社日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 代表取締役　三重野　丈一

C001900672 株式会社社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１‐５‐１８ 代表取締役　髙本　哲史

C001900673 株式会社九州文化財総合研究所 大分県大分市大字宮崎１３８７番地の１ 代表取締役　藤井　一

C001900674 有限会社佐貫タクシー 茨城県龍ケ崎市入地町１４１番地１１ 代表取締役　中山　能和 有 本社営業所 茨城県龍ケ崎市入地町１４１番地１１ 所長　野澤　達也

C001900675 株式会社常陽産業研究所 茨城県水戸市三の丸１‐５‐１８ 代表取締役　茅根　務

C001900676 有限会社ジャパントップス 茨城県稲敷郡美浦村舟子３０－４ 取締役　篠﨑　健太朗

C001900677 株式会社ＩＳＣ就職支援センター 茨城県水戸市笠原町１７５０－９ 代表取締役　鹿志村　博美

C001900678 有限会社トップ教育システム 茨城県土浦市若松町２－５３ 取締役　矢口　喜也

C001900680 株式会社ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 代表取締役　善田　高志

C001900685 東電用地株式会社 東京都荒川区西日暮里２丁目２５番１号 代表取締役　小河原　克実

C001900686 株式会社アンフィニ 茨城県つくばみらい市板橋１８１２－１６ 代表取締役　片山　章彦
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