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番号 商号 本社住所 代表者 委任 営業所名称 営業所住所 委任者

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　町田　敦 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

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 つくば営業所長　宮崎　紀彦

C001700036 国際航業株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 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　渡辺　努

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　宮川　多正 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　潤一

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　大竹　直子 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　幡谷　直朗 有 江戸崎営業所 茨城県稲敷市江戸崎甲５７０ 所長　原　隆士

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　福島　淳 有 東京本部 東京都千代田区神田駿河台３－４－２ 代表取締役　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

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番地１ 代表取締役　岩﨑　信治

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　永井　良一

C001700086 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 東京都港区西新橋３－２２－８ 代表取締役　熊谷　敏昌 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 茨城支店長　長野　公秀

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　カ－ル　デッペン 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　山口　謙司

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　菅沼　正明 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　星野　和隆

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

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

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　森　孝廣 有 首都圏営業本部 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 本部長　池西　利勝

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　馬場　高一 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　松原　健志

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　栢木　伊久二 有 茨城支社 茨城県水戸市柳町１－２－５ 茨城支社長　髙橋　靖子

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　木下　孝彦 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

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

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

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

C001700186 株式会社カワサキ電通 東京都杉並区下高井戸２－２６－２ 代表取締役　川崎　青志

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

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 土浦サービスセンター 茨城県土浦市中貫１５７９ センター長　中島　剛

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三丁目１９番２号 代表取締役社長　澁谷　直樹 有 千葉事業部　茨城支店 茨城県水戸市北見町８番８号 支店長　長野　公秀

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　剛也

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　畠山　仁 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　冨髙　淳司

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　山口　賢二 有 首都圏営業部 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 部長　丸田　賢一郎

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　英津子

C001700246 株式会社テクノ菱和 東京都港区芝大門２‐１２‐８ 代表取締役　黒田　英彦 有 東関東支店 茨城県土浦市小松１‐３‐３３　ハトリビル５Ｆ 執行役員　支店長　大塚　弘之

C001700263 パナソニックＥＷ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　藤井　和夫 有 東京本部 東京都港区東新橋一丁目５番１号 取締役本部長　中牟田　研也

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

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 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 代表取締役　小池　好子

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 東京支社 東京都千代田区岩本町２－２－４　ＰＭＯ神田岩本町Ⅱ　１１Ｆ 支社長　本間　恭

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　渡邉　英治 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　古谷　政信

C001700318 株式会社ペットの郷 茨城県牛久市上太田町７８３番地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 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 代表取締役社長　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

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

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　加藤　浩士 有 水戸支店 茨城県水戸市城南１丁目７番５号 支店長　嶋村　和也

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

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

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

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　小林　雅哉

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

C001700434 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

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

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 東京都目黒区下目黒一丁目７番１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　鈴木　治之

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

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

令和５年４月１８日現在



令和５・６年度競争入札参加資格者名簿（物品・役務等）

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 茨城オペレーションセンター茨城営業所 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 茨城県守谷市薬師台三丁目２０番地７ 代表取締役　上沢　昌幸

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　中川　清

C001700497 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番２号 代表取締役社長　池口　学 有 東関東営業所 千葉県千葉市中央区富士見２丁目１５番１１号 所長　石川　晶啓

C001700506 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 代表取締役　砂田　敬之 有 茨城支社 茨城県水戸市泉町１－２－４ 支社長　森　健一

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１Ｆ・２Ｆ 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　船串　希雄

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

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

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

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

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

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

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　井伊　基之 有 茨城支店 茨城県水戸市宮町１－１－８３ 茨城支店長　今田　剛

C001700665 日興美装工業株式会社 北海道札幌市北区北十九条西四丁目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番地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 株式会社テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１丁目１番３号 代表取締役　三門　克彰

C001700675 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 代表取締役　山田　智治 有 東関東支店 千葉県松戸市本町１１‐５明治安田生命松戸ビル６階 支店長　松本　芳岳

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

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

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　浩一

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

C001700724 株式会社トミデン 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

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　秋山　実則

C001700744 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 代表取締役　西村　志郎 有 茨城事務所 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区１ 所長　須長　尚

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　吉田　俊範 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　北野　秀明

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　齊藤　大地

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番地１ 代表取締役　久松　貴之

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　内野　一尋 有 オンサイトサービス事業本部　ＩＯＭ部　第二グループ 茨城県つくば市花畑２‐１０‐１９ 第二グループ長　舩津　英和

C001700780 リコージャパン株式会社 東京都港区芝三丁目８番２号　登記（東京都大田区中馬込一丁目３番６号） 代表取締役　木村　和広 有 マーケティング本部　茨城支社　公共文教営業部 茨城県つくば市春日２‐２６‐３ 部長　岩城　裕二

C001700785 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 東京都港区港南一丁目２番７０号 代表取締役　成瀬　明弘 有 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１０００番地 支店長　渡辺　聡史

C001700789 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

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　市川　誠 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　河村　浩

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

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　中野　茂季

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二丁目２６番７号　ＭＥ新大塚ビル２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 つくば営業所 茨城県つくば市東新井１８－１０ 営業所長　渡辺　剛行

C001700840 富士フイルム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 吉江総業有限会社 茨城県筑西市倉持１１２６ 代表取締役　吉江　成能

C001700854 株式会社社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町１－５－１８ 代表取締役　髙本　哲史

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　丸山　伸一郎

C001700861 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス 代表取締役　前田　幸治 有 茨城支店 茨城県つくば市東二丁目２２番２３号　グランドパレスＮＳ－６－４０３号室 支店長　紫関　唯文

C001700874 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 代表取締役　森　信介

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

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　森田　隆之 有 茨城支店 茨城県水戸市宮町１－２－４ 支店長　小西　崇司

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　今野　浩治 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番地の２ 代表取締役　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　冷水　康祐

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
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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

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　博美 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　安藤　和正 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　吉田　寛

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

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 東関東支店 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目４４番３ 支店長　永田　耕一

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　二朗

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　谷一　文子

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 代表取締役社長　社長執行役員　國島　賢治 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　河上　智洋

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 栃木県宇都宮市峰一丁目１５番６号　渡辺ビル３Ｆ 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

C001701031 株式会社日本サポートサービス 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地　駿河台フジヴュービル 代表取締役　海瀬　光雄

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

C001701033 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

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　林　康夫

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　賢二

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六丁目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

C001701087 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 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿２－１－１　新宿三井ビルディング 部長　小柳　博崇

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

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

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　瀧本　則彦

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　絹笠　淳 有 関東支店 埼玉県川口市仲町５番１１号 支店長　加藤　忠

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番地 代表取締役　稲垣　靖

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　冨所　三千男 有 茨城支店 茨城県水戸市石川二丁目４２７１番地の２ 支店長　堀江　欣一

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 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 代表取締役　三好　進

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

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　上野　享一

C001701200 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

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 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

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番地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

C001701243 株式会社タナカ 茨城県土浦市藤沢３４９５番地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　晃教

C001701253 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 代表取締役社長　伊東　匡

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

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番地 代表取締役　高橋　博

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　渡辺　能理夫 有 関東支社 東京都北区堀船二丁目１７番１号 支社長　浅野　尚利

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 株式会社ＪＥＣＣ 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 新潟県新潟市江南区曽川甲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

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　柴原　節男 有 茨城支店 茨城県水戸市南町３－４－１４ 茨城支店長　佐伯　修

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

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

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

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 土浦東支店 茨城県土浦市おおつ野１－３－１５ 支店長　小野寺　孝之

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

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　松浦　敦士

C001701336 第一航業株式会社 東京都杉並区和泉１－２２－１９ 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

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　秋元　和人 有 茨城営業所 茨城県常総市新石下３６１１ 所長　野尻　和成

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

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

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

C001701397 清和工業株式会社 茨城県水戸市東野町字南割１４０番地４ 代表取締役　岡　衆司

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

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　阿部　重典

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　岡元　正久
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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　田中　誠 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

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　浪岡　智朗

C001701456 茨城電話工業株式会社 茨城県水戸市水府町１５４４－３ 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

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　大塚　聡

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 有 龍ケ崎営業所 茨城県龍ケ崎市大徳町５０３ 営業所長　今井　喜由

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２‐５‐１９ 所長　本間　真

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

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　宮本　篤也

C001701574 株式会社エネライフ 東京都港区芝公園２‐４‐１芝パークビルＢ館　６階 代表取締役社長　清水　尚之 有 美浦事務所 茨城県稲敷郡美浦村信太７０２‐８‐２０１ 所長　中村　和広

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 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 代表取締役　東　雅臣

C001701606 セントラルビルテック株式会社 埼玉県川口市朝日２丁目１１番地１　サンルビーＡＳＡＨＩ１０２号 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

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　鈴木　浩 有 茨城支店 茨城県水戸市見和３－５７５－３ 茨城支店長　小野　報

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

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

C001701642 有限会社新成田総合社 千葉県成田市不動ヶ岡１１２８番地１９ 代表取締役　平岡　重昭

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　山口　修一

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

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

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　光冨　眞哉 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 群馬県前橋市国領町二丁目２１番１２号 代表取締役　嶋田　大和

C001900049 フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 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丁目１番１号 支店長　豊田　学

C001900055 新明和アクアテクサービス株式会社 兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目６番２６号 代表取締役　石川　貞仁 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　木田　博喜

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　橋本　正明

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　武石　博之

C001900069 株式会社アイエスケイ 茨城県筑西市中舘２３４８ 代表取締役　榛葉　高夫

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

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　近藤　宗浩 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

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　木村　明文 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

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 茨城県水戸市宮町１丁目２番４号 営業本部長　石川　稔

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　小島　啓二 有 茨城支店 茨城県水戸市三の丸一丁目４番７３号 支店長　岡田　知巳

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 茨城県つくば市梅園２丁目７番地３　つくばシティビル２Ｆ 所長　竹内　浩

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

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

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　外山　浩樹

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 茨城県桜川市西飯岡５５８－１ 支所長　日沖　剛史

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

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　沖　昌徳 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 東京都港区芝浦三丁目９番１４号 代表取締役　牛島　祐之 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南一丁目１番６号 所長　菊池　耕太

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　岡野　邦彦 有 茨城支店 茨城県水戸市泉町２‐２‐２７ 支店長　笠間　禎浩

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　西原　幸志 有 茨城営業所 茨城県土浦市下高津１－１９－４１ 所長　水谷　隆明

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

C001900265 株式会社クレフ 茨城県土浦市桜町４丁目６番２３号 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

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

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　金子　祐也

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　寳土　大亮

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

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

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

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

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

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

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　古谷　孝誠 有 株式会社エス・アイ・シー 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 取締役営業部長　髙橋　春樹

C001900322 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 代表取締役　旗生　泰一 有 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 茨城県水戸市元吉田町３１９番地の１ 茨城支社長　田中　祥之

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
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C001900335 株式会社レパスト 東京都港区東新橋一丁目９番１号 代表取締役　西　剛平

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

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　朝尋 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

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

C001900358 日本ビルシステム株式会社 茨城県水戸市千波町１９６１番１ 代表取締役　鎌田　勝正 有 守谷支店 茨城県守谷市けやき台二丁目２１番地１３ 支店長　小野崎　翔太

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　及川　瑞穂

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　北　哲弥 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

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　緑川　政徳

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 ビジネストランスフォーメ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　幾浦　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 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－２－１０ 所長　大場　浩史

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　鷹巣　祐次 有 茨城支社 茨城県土浦市富士崎１－１６－３ 支社長　藤島　智輝

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　萩原　記子

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

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　山北　栄二郎 有 茨城南支店 茨城県つくば市竹園２－２－４ 支店長　八田　孝久

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　小洗　健 有 関東支社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 支社長　掛川　敦

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

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　鈴木　祐輔 有 茨城総支社 茨城県水戸市自由が丘３－５７ 総支社長　飯塚　充

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

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

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　小堀　俊明

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

C001900576 株式会社ＳＨＩＮＫＯ 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

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１－７－２０ 代表取締役社長　谷口　秀一 水戸営業所 茨城県水戸市住吉町１２５番１号双葉ビル 所長　小圷　拓博

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　梅田　朝和

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

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　小俣　力男

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　志藤　保之

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　川野　和彦

C001900653 かがやき税理士法人 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 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

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

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

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　下山田　和司

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

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

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

C001900687 株式会社トスネット茨城 茨城県水戸市酒門町３２９８番３ 代表取締役　新野尾　公博 有 筑西営業所 茨城県筑西市菅谷１０１６ 所長　木村　健一郎

C001900689 株式会社ほけんショップアイ 埼玉県羽生市西２－１４－２２ 代表取締役　福田　喜彦

C001900692 霞ヶ浦交通有限会社 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷４０５番地 代表取締役　松本　茂雄

C001900693 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　今井　宏

C001900695 有限会社オガタ 茨城県土浦市中村南１‐１４‐１９ 取締役　尾形　猛

C001900699 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

C001900700 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

C001900703 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　月舘　堅

C001900704 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

C001900705 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　祐見子

C001900708 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

C001900709 株式会社茨城興産 茨城県水戸市河和田町１７９ー１ 代表取締役　長谷川　毅

C001900710 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 東京支社 東京都豊島区北大塚１－１４－３ 取締役執行役員東京支社長　久保　義治

C001900711 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

C001900714 株式会社大洋 茨城県水戸市千波町１９５０番地　ウェーブ２１ビル３階Ａ 代表取締役　星　文佳

C001900716 エース産業株式会社 茨城県水戸市赤塚二丁目２１１番地１９ 代表取締役　中川　潤一

C001900717 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　武藤　正朋

C001900718 株式会社Ｆｕｔｗｏｒｋグループ 茨城県那珂市菅谷２７６４番地３ 代表取締役　武田　正傑

C001900720 株式会社下妻資源 茨城県下妻市大木１２７４番地１ 代表取締役　藤澤　真介

C001900725 リコーリース株式会社 東京都千代田区紀尾井町４－１ 代表取締役　中村　徳晴 有 関東支社 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ 支社長　森　政剛

C001900733 株式会社美浦クリーン 茨城県稲敷郡美浦村布佐１７３２番地 代表取締役　石井　淳嗣

C001900736 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　鴻野　茂夫

C001900737 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 有 分析センター 茨城県つくば市上郷１２６６‐２ 分析センター長　浦和　克

C001900738 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

C001900743 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　百木田　康二 有 茨城南支店 茨城県土浦市港町１－４－１９ 支店長　宮成　裕太

C001900744 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通７－３０ 代表取締役　久保　正美 有 東京支店 東京都港区芝浦１－１１－４ 支店長　田中　克典

C001900748 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　泰正 有 北関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町４－２－２０第三益山ビル３Ｆ 支店長　上野　宏隆

C001900751 株式会社内田化工 茨城県小美玉市堅倉１５７９‐４ 代表取締役　内田　尚武

C001900752 株式会社きんでん 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３番４１号 取締役社長　上坂　隆勇 有 茨城営業所 茨城県水戸市泉町１－２－４ 営業所長　河谷　将市

C001900755 山崎教育システム株式会社 東京都東村山市久米川町５－３３－２４ 代表取締役　山崎　正

C001900756 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

C001900759 リエスパワーネクスト株式会社 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号 代表取締役　青木　博幸

C001900766 池田スポーツ 茨城県稲敷市伊佐津１３４６‐１ 代表　池田　康行

C001900767 株式会社環境測定サービス 茨城県水戸市石川４‐３８９６‐３ 代表取締役　黒羽　敦
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C001900768 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　堀切　勇真

C001900770 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

C001900772 佐藤厨房株式会社 茨城県ひたちなか市中根３３１５番３ 代表取締役　佐藤　恵介

C001900774 三峰無線株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町６‐８６‐１ 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

C001900775 小河原セメント工業株式会社 茨城県水戸市笠原町１７８３－１ 代表取締役　小河原　隆次

C001900778 有限会社振武堂 茨城県土浦市桜町３－１１－２ 代表取締役　渡邊　義久

C001900779 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 代表取締役　松本　匡 有 首都圏支社茨城支店 茨城県つくば市東新井１５－４ 支店長　吉川　信次

C001900781 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丁目１０番１４号 所長　小笠原　修一

C001900784 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　髙橋　久治

C001900785 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３‐１５‐８ 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

C001900789 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

C001900791 株式会社オーチュー 東京都渋谷区代々木２丁目１８番３号オーチュー第１ビル 代表取締役　片野　由布 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

C001900797 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

C001900799 株式会社日進産業 東京都中央区入船１‐４‐１０ 代表取締役　垣内　洋一

C001900800 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

C001900806 株式会社ＭＣエバテック 兵庫県尼崎市潮江１－２－６ 代表取締役　草野　晋平 有 分析事業部つくば営業所 茨城県つくば市観音台１－２５－１４ 所長　田中　賢二

C001900812 株式会社ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 代表取締役　町田　豊 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央１‐８‐１１ 所長　萩野谷　和宏

C001900820 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

C001900823 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

C001900832 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

C001900835 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

C001900840 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 代表取締役社長　澤田　閥

C001900846 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　立林　勝美 有 東関東支店 千葉県千葉市中央区新町１０００　センシティタワー２０階 支店長　鶴見　勲

C001900847 日本機械工業株式会社 東京都八王子市中野上町二丁目３１番１号 代表取締役　北橋　昭彦 有 本社営業部 東京都八王子市中野上町二丁目３１番１号 部長　山下　康弘

C001900852 株式会社新田工務店 茨城県稲敷郡美浦村布佐１５３８－２ 代表取締役　新田　加代子

C001900854 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 東京都千代田区神田司町２－３ 代表取締役　田熊　範孝 有 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１０番地１６シーノ大宮ノースウィング 支店長　岡野　宏

C001900857 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

C001900864 株式会社勾玉工房 千葉県富里市御料１００９番地２８ 代表取締役　大賀　健

C001900866 株式会社シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 代表取締役　前原　行雄

C001900869 大日本コンサルタント株式会社 東京都千代田区神田練塀町３００ 代表取締役社長　楠本　良徳 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－６－２９ 所長　森垣　洋輔

C001900871 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

C001900872 株式会社ニチコム 茨城県守谷市本町２８８番地１ 代表取締役　野口　武史 有 総務部 茨城県守谷市本町２８８番地１ 取締役総務部長　矢作　彰彦

C001900873 株式会社ラクロ 埼玉県川越市大中居９５－３ 代表取締役　長嶋　史弘

C001900878 株式会社武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北４‐１１‐７ 代表取締役　近藤　健 有 茨城支店 茨城県つくば市羽成４２‐２ 支店長　近藤　敏昭

C001900879 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　木村　伊知郎

C001900880 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

C001900882 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

C001900883 株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 代表取締役　若生　喜晴

C001900884 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

C001900885 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市城南町１－１１－３１ 代表取締役　鈴木　達二

C001900886 株式会社キャンサースキャン 東京都品川区西五反田１丁目３－８ 代表取締役　福吉　潤

C001900887 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

C001900889 株式会社栄林 茨城県龍ケ崎市佐貫三丁目１１番地１４ 代表取締役　林　博昭

C001900891 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

C001900893 株式会社ミラボ 東京都千代田区神田駿河台４丁目１－２　ステラお茶の水ビル８Ｆ 代表取締役　谷川　一也

C001900894 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

C001900895 株式会社アイネクスト 茨城県つくば市上横場２６７－２ 代表取締役　井上　誠

C001900896 山野井商事株式会社 茨城県取手市取手二丁目１番１７カネヨビル５０１号 代表取締役　山野井　浩

C001900899 内外地図株式会社 東京都千代田区神田小川町３‐２２ 代表取締役　五本木　秀昭

C001900901 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番地２ 代表取締役　貝塚　治夫

C001900903 サンプラント株式会社 茨城県土浦市神立町３４３６‐２ 代表取締役　大森　健二

C001900905 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

C001900906 地域計画株式会社 群馬県太田市西本町４７‐１１ 代表取締役　福田　博重

C001900910 有限会社飯島写真製作所 千葉県成田市飯田町１３２番地の１０ 代表取締役　飯嶋　國扶

C001900919 一般社団法人日本家族計画協会 東京都渋谷区幡ケ谷１‐３４‐１４ 代表理事理事長　三橋　裕行

C001900921 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

C001900923 株式会社日本環境ビルテック 東京都豊島区東池袋３－２０－３ 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

C001900927 ミザック株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 代表取締役　柾木　隆弘 有 東京支店 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号　内幸町ダイビル８０３ 支店長　山崎　慶祐

C001900929 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

C001900932 アクリ－グ株式会社 栃木県小山市大字外城８１－９ 代表取締役　磯山　貴志 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

C001900938 アイネット株式会社 福島県会津若松市天神町３０－５２ 代表取締役　佐藤　守哉

C001900948 船山株式会社 新潟県長岡市稲保４－７１３－２ 代表取締役　秋山　政信 有 東京本店 東京都中央区月島２－２０－１５ 取締役本店長　多田　奈美

C001900950 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

C001900958 株式会社小林電気商会 茨城県潮来市日の出１－５－７ 代表取締役　小林　英樹

C001900961 株式会社中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 代表取締役　西原　秀幸 有 守谷事務所 茨城県守谷市松前台一丁目２３番地５ 所長　坂井　達郎

C001900962 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 代表取締役　今井　久登 有 茨城営業所 茨城県守谷市ひがし野二丁目１４番地５ 所長　小林　賢一

C001900970 株式会社環境公害分析センター 栃木県宇都宮市問屋町３１７２‐８５ 代表取締役　塚田　加代 有 つくば支店 茨城県つくば市榎戸８０７‐１３１ 支店長　高津戸　文太

C001900972 株式会社ハートコーポレイション首都圏 東京都中央区東日本橋３‐８‐１，９０３ 代表取締役　若林　恵子

C001900978 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目６番２３号 代表取締役　中村　俊夫

C001900979 株式会社常磐第一興商 茨城県水戸市大工町一丁目３番７号 代表取締役　榎本　太郎

C001900980 ティーペック株式会社 東京都台東区上野五丁目６番１０号 代表取締役　鼠家　和彦

C001900982 株式会社トキワ 茨城県水戸市元石川町２７６番地の２２ 代表取締役　樋川　賢一

C001900983 株式会社関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町３‐５９‐２ 代表取締役　青木　裕幸

C001900985 株式会社地域計画連合 東京都豊島区北大塚二丁目２４番５号　ステーションフロントタワー２Ｆ 代表取締役　江田　隆三

C001900988 株式会社仁悠堂 茨城県水戸市本町二丁目１３番３９号　ＦＫＹドリームハイツ２０５号室 代表取締役　藤戸　寛
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C001900991 株式会社知識経営研究所 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 代表取締役　笹井　幹夫

C001900993 株式会社測機社茨城 茨城県土浦市虫掛字東３３２９番地 代表取締役　瀬戸　一孝

C001900994 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４ 代表取締役　反町　秀樹

C001900996 Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 東京都新宿区西早稲田１丁目２２番３号 代表取締役　井上　友綱

C001901004 日東工営株式会社 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 代表取締役　高山　哲夫 有 本店事業部 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 取締役常務執行役員本店事業部長　三市　一秀

C001901006 シカデン株式会社 東京都千代田区神田須田町２丁目７番地３ 代表取締役　石沢　英治 有 東関東支店 茨城県神栖市神栖３丁目６番３５号 支店長　伊藤　俊彦

C001901007 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝四丁目１３‐３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志 有 茨城支店 茨城県龍ケ崎市根町３６３５　小形ビル２‐２ 取締役　鈴木　紀之

C001901008 株式会社みつばコミュニティ 東京都港区芝四丁目１３‐３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志

C001901009 株式会社チャイルド本社 東京都文京区小石川５‐２４‐２１ 代表取締役　大橋　潤 有 茨城営業所 茨城県水戸市中丸町３０２‐４ 所長　久野　貴志

C001901010 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

C001901011 株式会社タイヨー 茨城県神栖市木崎５９番１ 代表取締役　沼田　豊基

C001901012 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　関　優

C001901014 ソシオフードサービス株式会社 東京都港区芝四丁目１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志

C001901015 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　村田　捺輝

C001901016 株式会社いばらきガード 茨城県水戸市新荘二丁目３番３号 代表取締役　若山　実

C001901017 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　関根　達也

C001901020 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京都港区海岸１‐１４‐２２ 代表取締役社長　小林　淳一 有 茨城営業所 茨城県つくばみらい市台１８６１‐１ 所長　宮下　晃

C001901021 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

C001901022 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

C001901023 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　中込　太郎

C001901025 株式会社茨城新聞社 茨城県水戸市笠原町９７８番２５ 代表取締役社長　沼田　安広

C001901026 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 つくばメンテサービスセンター 茨城県つくば市研究学園１丁目２‐１４番地 所長　小沢　良

C001901028 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　川﨑　幹 有 東関東支社 千葉県千葉市中央区本千葉町１５番１号 支社長　管野　浩介

C001901029 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　江森　勲 有 水戸オフィス 茨城県水戸市南町三丁目４番１２号 東日本ソリューション営業統括部　平岡　悦朗

C001901031 株式会社イーテック 茨城県土浦市大町１３－１９ 代表取締役　飯島　邦明

C001901032 公共地研株式会社 埼玉県川口市戸塚三丁目２５番２７号 代表取締役　鈴木　孝雄 有 水戸営業所 茨城県水戸市袴塚一丁目７番３号 営業所長　小森　健二

C001901034 三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 代表取締役　柳井　隆博 有 三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 執行役員　安栄　香純

C001901035 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

C001901039 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

C001901040 ３Ｄバーチャルコンテンツ株式会社 東京都台東区東上野１丁目２２番６号 代表取締役　井田　真一 有 ３Ｄバーチャルコンテンツ株式会社　つくば事務所 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくばえるふ農国２階 マネージャー　万　裕安

C001901041 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　武部　俊郎 有 関東電気保安協会茨城事業本部 茨城県水戸市白梅１－４－３５ 茨城事業本部長　髙木　薫

C001901046 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

C001901047 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

C001901050 アサヒ 茨城県稲敷市江戸崎甲２７２４ 社主　鴻野　忠

C001901052 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　正美

C001901053 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 稲敷支店 茨城県稲敷市羽賀８５３ 代表取締役　手島　幹男

C001901054 税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋２丁目１７番１１号 代表社員　後藤　次仁 有 練馬事務所 東京都練馬区氷川台４丁目４７番１８号 代表社員　細田　幸夫

C001901055 亨和テクニカル株式会社 茨城県稲敷市幸田３５０１番地 代表取締役　永長　孝之

C001901057 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

C001901058 株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 代表取締役　石渡　壮 有 北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野１２７番地６ 支社長　中村　和弘

C001901060 関東文化財振興会株式会社 茨城県筑西市布川１０１２ 代表取締役　宮田　和男

C001901061 有限会社カミス総合防災 茨城県神栖市知手中央９丁目５ー２ 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３丁目２－１２ 営業所長　奥水　元錫

C001901062 日本会計コンサルティング株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号 代表取締役　吉岡　　和守

C001901063 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一丁目４５番地４５大髙ビル３Ｆ 代表取締役　大島　健司

C001901064 日新警備保障株式会社 茨城県水戸市城南１丁目６番９号 代表取締役　清水　寿美

C001901065 クボタ環境エンジニアリング株式会社 東京都中央区京橋２‐１‐３ 代表取締役　中河　浩一

C001901067 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

C001901068 株式会社中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南５－４－１４ 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　野田　周作

C001901071 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

C001901072 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

C001901073 新日本化成株式会社 千葉県千葉市中央区富士見１－１５－８ 代表取締役　岩月　友洋 有 つくば営業所 茨城県牛久市岡見町２７９４‐７ 営業所長　村松　日出男

C001901075 株式会社明日葉 東京都港区芝四丁目１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役　大隈　太嘉志

C001901076 株式会社中城 茨城県つくば市筑穂一丁目１０番地１０ 代表取締役　宮本　房幸

C001901077 パナソニックコネクト株式会社 東京都中央区銀座８‐２１‐１ 代表取締役　樋口　泰行 有 現場ソリューションカンパニー　首都圏部門 東京都中央区銀座８‐２１‐１ カンパニー副社長　高嶋　靖彦

C001901080 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

C001901081 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 代表取締役　小林　祐太 有 茨城支店 茨城県水戸市城南一丁目６番１０ 支店長　井関　隆雄

C001901084 株式会社新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 代表取締役　中島　博敬

C001901085 株式会社地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 代表取締役　髙塚　敏

C001901087 株式会社サンアメニティ 東京都北区王子３丁目１９番７号 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

C001901088 株式会社ＡＮ計画工房 茨城県水戸市見川２丁目８番地２１ 代表取締役　西垣　聡之

C001901089 バイザー株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 代表取締役　井上　正巳

C001901091 有限会社トヨダ 茨城県土浦市粕毛１番地１ 代表取締役　豊田　利雄

C001901092 シビリアン警備保障株式会社 東京都新宿区新宿一丁目１番１０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　井坂　光彦

C001901093 ばらもん警備保障株式会社 茨城県牛久市久野町１７３－４ 代表取締役　小野寺　隆秋

C001901094 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　宮前　龍司

C001901095 株式会社アキラ 茨城県つくば市谷田部２９４３番地３ 代表取締役　粟野　哲雄

C001901096 文化シヤッターサービス株式会社 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 代表取締役　中島　省吾 有 関越サービス支店 栃木県宇都宮市下栗町２９５１－８ 支店長　戸村　徳男

C001901098 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

C001901099 株式会社はやぶさ 栃木県宇都宮市平塚町３３４‐７ 代表取締役　平出　公彦

C001901100 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　俊一郎 有 法人営業部 茨城県水戸市千波町　２０２８‐１ 主事　大野　哲

C001901101 日本通運株式会社 東京都千代田区神田和泉町２番地 代表取締役社長　堀切　智 有 茨城支店 茨城県つくば市谷田部３３５７‐１ 支店長　丸山　達典

C001901102 東海リース株式会社 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 代表取締役　塚本　博亮 有 水戸営業所 茨城県水戸市南町３丁目４番１０号 所長　藤原　武

C001901103 中嶋メディカルサプライ株式会社 茨城県日立市助川町１丁目１７番地１９号 代表取締役　佐藤　学

C001901104 水ｉｎｇ株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番２号 代表取締役社長　中川　哲志 有 首都圏支店 東京都港区東新橋一丁目９番２号 支店長　岩瀬　徹

C001901105 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　伊藤　正三 有 本社 東京都港区港南一丁目２番７０号 取締役ビリング事業本部ビリング　磯村　勝之
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C001901109 ㈱マルゼン 東京都台東区根岸２ー１９ー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ー１ 営業所長　田中　謙一

C001901110 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

C001901113 国際警備保障株式会社 茨城県水戸市笠原町１７５５‐１ 代表取締役　加藤　貞光

C001901114 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

C001901116 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　芳生

C001901117 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 代表取締役　吉武　祐一 有 茨城事務所 茨城県つくば市研究学園４－３３－１２０ 茨城事務所所長　田中　元清

C001901118 三陽自動車株式会社 東京都江東区深川二丁目６番１１号 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３－１９－１３ 所長　三上　和広

C001901119 環境未来株式会社 長野県松本市大字和田４０１０番地５ 代表取締役　佐倉　正晃 有 埼玉営業所 埼玉県桶川市泉１丁目８番７号 所長　平塚　一弘

C001901120 三協産業株式会社 茨城県土浦市卸町２－９－６ 代表取締役　櫻井　勝昌

C001901121 大新東株式会社 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 代表取締役　森下　哲好 有 茨城営業所 茨城県つくば市古来１４５２‐１　五頭ビル２－Ｃ 所長　岡村　浩平

C001901123 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

C001901124 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

C001901125 富士防災警備㈱ 東京都新宿区岩戸町９番地 代表取締役　鶴賀　孝宏 有 富士防災警備（株）茨城事業部 茨城県水戸市見川町２１３１ー９６６ 茨城事業部長　青山　公樹

C001901126 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１－３－７ 支店長　花島　徳哉

C001901127 株式会社東京航業研究所 埼玉県川越市伊佐沼２８番１ 代表取締役　中本　直士

C001901130 双葉産業株式会社 東京都八王子市本郷町８番１２号 代表取締役　本間　尚幸 有 茨城営業所 茨城県常総市小保川１４２１‐１‐Ｂ２０７ 営業所長　近内　俊一

C001901134 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

C001901135 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　喜康 有 筑波営業所 茨城県つくば市天久保一丁目１１‐１５ 所長　磐井　厚仁

C001901137 東日本警備保障株式会社 茨城県水戸市米沢町５２２番地の１ 代表取締役　加藤　美枝子

C001901138 株式会社セイブンドー 神奈川県川崎市中原区苅宿４８番１６号 代表取締役　矢川　修 有 茨城事業所 茨城県桜川市中泉３８８番地９ 所長　小池　正一

C001901142 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　岩東　光男

C001901143 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　吉田　優一

C001901144 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区太子堂１‐４‐２１ 代表取締役社長　仁ノ平　俊和 有 茨城営業所 茨城県土浦市中高津１‐１８‐３ 所長　干川　明洋

C001901145 日本工営都市空間株式会社 愛知県名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 代表取締役社長　吉田　典明 有 東京支店 東京都千代田区麹町４丁目２番地 支店長　溝口　伸一

C001901146 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

C001901147 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　長江　孝之

C001901148 株式会社武井工業所 茨城県石岡市若松１‐３‐２６ 代表取締役　武井　厚

C001901149 白川舞台機構株式会社 埼玉県さいたま市桜区道場７０９番地の１ 代表取締役　白川　裕司

C001901150 株式会社かつら設計 茨城県東茨城郡城里町石塚９３１‐３ 代表取締役　中村　直樹

C001901151 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 営業所長　久保田　一義

C001901152 田中電気株式会社 東京都千代田区外神田１－１５－１３ 代表取締役　田中　良一

C001901153 マイタウンサービス株式会社 福岡県福岡市南区玉川町９‐１２ 代表取締役　鹿野　範昭

C001901154 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丁目１８番２１号 代表取締役　花角　潤一

C001901155 株式会社古川技建 茨城県日立市桜川町二丁目６番１７号 代表取締役　佐藤　勝哉

C001901156 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区大手町二丁目３番１号 代表取締役社長　丸岡　亨

C001901157 霞浦の郷 茨城県稲敷市江戸崎甲２９８６－１ 代表　大島　四郎

C001901158 株式会社ヘレナメディアリサーチ 茨城県土浦市小松１－３１－２ 代表取締役　井上　正美

C001901159 文化シヤッター株式会社 東京都文京区西片１－１７－３ 代表取締役　小倉　博之 有 つくば営業所 茨城県つくば市学園の森３－４０－５ 所長　荒井　俊貴

C001901160 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　高嶋　一二

C001901162 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　龍一郎 有 水戸支店 茨城県水戸市白梅１‐９‐４ＪＳビル４Ｆ 支店長　堀江　直弘

C001901163 株式会社ネクセライズ 東京都江東区東陽三丁目７番１３号 代表取締役　西山　和幸

C001901164 株式会社片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号 代表取締役　保﨑　康夫 有 東京本店 東京都文京区小石川二丁目２２番２号 代表取締役社長兼東京本店長　保﨑　康夫

C001901165 株式会社アイアールエス 東京都新宿区四谷３－１－３ 代表取締役　牧野　昭雄

C001901166 表示灯株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４‐２‐１１ 代表取締役　德毛　孝裕 有 東京支社 東京都港区南青山５‐１２‐２２ 執行役員東京支社長　佐合　克典

C001901168 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 代表　藤井　文彦

C001901169 株式会社ティー・ケー・エス 茨城県取手市戸頭１００６ー３ 代表取締役　海老原　宏

C001901171 株式会社ベネフィット・ワン 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 代表取締役社長　白石　徳生

C001901172 株式会社ヌマタ商事 茨城県水戸市笠原町６００番地３２ 代表取締役　沼田　善郎

C001901174 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都台東区台東１－５－１ 代表取締役　山村　健一郎 有 本社 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 代表取締役　山村　健一郎

C001901175 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

C001901176 フジテコム株式会社 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 代表取締役　森山　慎一 有 東京支店 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 支店長　石内　貴之

C001901177 株式会社モリタ 兵庫県三田市テクノパーク１－５ 代表取締役社長執行役員　加藤　雅義 有 東京支店 東京都港区芝５－３６－７三田ベルジュビル１９階 支店長　山北　忠司

C001901178 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

C001901179 ナブコシステム株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング３２階 代表取締役社長　内田　正則 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 営業所長　高須　英男

C001901180 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

C001901181 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

C001901182 株式会社ロングライフ 茨城県水戸市谷津町細田１番８ 代表取締役　田中　博文

C001901183 株式会社　日本窯業史研究所 栃木県那須郡那珂川町小砂３１１２番地 代表取締役　菅間　裕二

C001901184 株式会社チクセイ２１ 茨城県桜川市真壁町桜井３０７番地１ 代表取締役　竹垣　直子

C001901185 株式会社環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田５９２番地３ 代表取締役　吉田　裕之 有 北関東支社 茨城県水戸市堀町１１１５番地５ 北関東支社長　藤生　雅喜

C001901186 株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町２‐１６‐１　ＡＣＲＯＳＳ８階 代表取締役　安井　康真

C001901187 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 代表取締役　鷲本　晴吾

C001901189 リバー株式会社 東京都墨田区緑１‐４‐１９ 代表取締役　松岡　直人

C001901190 有限会社清原 茨城県稲敷郡美浦村大谷１４４７番地の１ 代表取締役　清原　信義

C001901193 株式会社土浦メディカル 茨城県土浦市下高津一丁目２１番２３号 代表取締役　中村　秀明

C001901194 株式会社水環境プランニング 栃木県宇都宮市鶴田町４５３‐１３１ 代表取締役　西谷　元則 有 茨城支店 茨城県水戸市けやき台３‐６０‐３　エミネントハイツ１０３ 支店長　大野　和良

C001901196 常南交通株式会社 茨城県つくば市榎戸４３３－２ 代表取締役　笹目　博

C001901197 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　瀧田　和也 有 茨城出張所 茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８ 所長　森田　剛

C001901198 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　西門　直

C001901199 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　潤

C001901200 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

C001901201 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

C001901202 株式会社松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１２ 代表取締役　松下　充孝 有 東京支社 東京都練馬区石神井町１－２６－１３ 支社長　野田　和宏

C001901204 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

C001901206 株式会社日比谷アメニス 東京都港区三田４－７－２７ 代表取締役　伊藤　幸男
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C001901207 有限会社萩原清掃社 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘六丁目２６番地１ 代表取締役　萩原　信子

C001901208 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王１‐３‐５ 代表取締役　尻無濱　秀治

C001901209 東洋計測株式会社 茨城県鹿嶋市宮下３－４－６ 代表取締役社長　和田　厚

C001901210 筑宝産業株式会社 茨城県桜川市青柳４４８－２ 代表取締役　安澤　浩一

C001901211 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

C001901212 トリニティサービス株式会社 茨城県稲敷市犬塚１６１７‐１１１ 代表取締役　松鹿　康一

C001901213 神谷建設株式会社 栃木県鹿沼市府中町３８３ 代表取締役　神谷　雄大 有 プレハブ事業部 茨城県桜川市飯淵２３６ 営業部長　花塚　伸二

C001901214 株式会社保健福祉ネットワーク 東京都台東区北上野２丁目２８番２号 代表取締役　小林　秀一

C001901215 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　國友　和広

C001901219 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　直志

C001901220 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　宮下　浩二

C001901221 有限会社髙山商店 茨城県稲敷郡阿見町掛馬３２６ 代表取締役　髙山　聡

C001901223 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

C001901224 令和建設株式会社 茨城県守谷市百合ケ丘１‐２４０２‐１ 代表取締役　由良　宣明
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