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本社名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

貝沼電気工業所 滋賀県東近江市野村町114-4 0100 事務用品

小弥百貨店 滋賀県東近江市小田苅町353 0100 事務用品

コスガ印判 滋賀県東近江市ひばり丘町1-29 0100 事務用品

小林事務機（株） 滋賀県東近江市幸町2番28号 0100 事務用品

（株）タマヤ 滋賀県東近江市八日市東浜町5-31 0100 事務用品

（有）中嶋印刷所 滋賀県東近江市八日市金屋1丁目4-8 0100 事務用品

（有）文平堂 滋賀県東近江市桜川西町118番地 0100 事務用品

ミナイ事務機販売（株） 滋賀県東近江市中野町691-1 0100 事務用品

（株）ミナミイ 滋賀県東近江市栄町7番12号 0100 事務用品

モリワキ印刷 滋賀県東近江市上南町３１３－１ 0100 事務用品

（有）山本教育システム 滋賀県東近江市野村町215番地 0100 事務用品

（有）オフィックスパートナーズ 滋賀県東近江市幸町2番28号 0200 コンピュータ

小林事務機（株） 滋賀県東近江市幸町2番28号 0200 コンピュータ

（有）伸和電器商会 滋賀県東近江市八日市本町2-9 0200 コンピュータ

てっくさーびす 滋賀県東近江市市辺町994 0200 コンピュータ

藤野商事（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町11番地3 0200 コンピュータ

ミナイ事務機販売（株） 滋賀県東近江市中野町691-1 0200 コンピュータ

（株）ミナミイ 滋賀県東近江市栄町7番12号 0200 コンピュータ

（有）山本教育システム 滋賀県東近江市野村町215番地 0200 コンピュータ

（株）あいゆう広告 滋賀県東近江市建部南町211-1 0300 印刷

太田印刷所 滋賀県東近江市東沖野五丁目28番3号 0300 印刷

滋賀高速印刷（株） 滋賀県東近江市中野町1005 0300 印刷

（株）滋賀報知新聞社 滋賀県東近江市中野町1005 0300 印刷

正明堂印刷所 滋賀県東近江市猪子町５番地1 0300 印刷

（有）中嶋印刷所 滋賀県東近江市八日市金屋1丁目4-8 0300 印刷

（福）八身福祉会　八身共同印刷 滋賀県東近江市林田町1895 0300 印刷

福田屋印刷 滋賀県東近江市佐野町182番地 0300 印刷

モリワキ印刷 滋賀県東近江市上南町３１３－１ 0300 印刷

Ａ・Ｖヒサダ 滋賀県東近江市高木町119 0400 写真

（有）伸和電器商会 滋賀県東近江市八日市本町2-9 0400 写真

てっくさーびす 滋賀県東近江市市辺町994 0400 写真

ミナイ事務機販売（株） 滋賀県東近江市中野町691-1 0400 写真

（株）ミナミイ 滋賀県東近江市栄町7番12号 0400 写真

（有）加藤書店 滋賀県東近江市垣見町781番地 0500 教材・教具

がらや商店 滋賀県東近江市八日市町13-17 0500 教材・教具

サカモト工房 滋賀県東近江市平林町625番地 0500 教材・教具

（株）滋賀報知新聞社 滋賀県東近江市中野町1005 0500 教材・教具

昭和堂楽器（株） 滋賀県東近江市八日市東浜町4-3 0500 教材・教具

畳増 滋賀県東近江市小脇町778番地３ 0500 教材・教具

（株）タマヤ 滋賀県東近江市八日市東浜町5-31 0500 教材・教具

戸島楽器店 滋賀県東近江市八日市上之町2-3 0500 教材・教具

（有）フジイスポーツ 滋賀県東近江市池庄町34-1 0500 教材・教具

（有）文平堂 滋賀県東近江市桜川西町118番地 0500 教材・教具

（有）山本教育システム 滋賀県東近江市野村町215番地 0500 教材・教具

市内に本店を有する者
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本社名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

市内に本店を有する者

（株）あいゆう広告 滋賀県東近江市建部南町211-1 0600 広告

コスガ印判 滋賀県東近江市ひばり丘町1-29 0600 広告

サカモト工房 滋賀県東近江市平林町625番地 0600 広告

（株）滋賀報知新聞社 滋賀県東近江市中野町1005 0600 広告

滋賀ライン工業（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町580番地3 0600 広告

（有）中嶋印刷所 滋賀県東近江市八日市金屋1丁目4-8 0600 広告

（株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36番地 0600 広告

福田屋印刷 滋賀県東近江市佐野町182番地 0600 広告

フクナガアド工芸 滋賀県東近江市市子沖町194番地 0600 広告

（有）フジイスポーツ 滋賀県東近江市池庄町34-1 0600 広告

モリワキ印刷 滋賀県東近江市上南町３１３－１ 0600 広告

アクアトータルサービス（株） 滋賀県東近江市蒲生堂町338番地270 0700 薬品・医療用機器

（有）文平堂 滋賀県東近江市桜川西町118番地 0700 薬品・医療用機器

（有）池田石油 滋賀県東近江市市子松井町160-1 0800 燃料類

（有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 0800 燃料類

（有）共栄ガス 滋賀県東近江市鋳物師町855番地2 0800 燃料類

滋賀自工（株） 滋賀県東近江市五個荘石塚町253番地 0800 燃料類

（株）滝田石油 滋賀県東近江市上岸本町2063番地 0800 燃料類

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 滋賀県東近江市瓜生津町552番地 0800 燃料類

中島商事（株） 滋賀県東近江市宮荘町61-5 0800 燃料類

（有）ニシカワ 滋賀県東近江市鯰江町145番地7 0800 燃料類

藤野商事（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町11番地3 0800 燃料類

（有）加藤書店 滋賀県東近江市垣見町781番地 0900 図書

（有）文平堂 滋賀県東近江市桜川西町118番地 0900 図書

（有）オフィックスパートナーズ 滋賀県東近江市幸町2番28号 1000 被服等

かんべえ 滋賀県東近江市鋳物師町1314番地 1000 被服等

コスガ印判 滋賀県東近江市ひばり丘町1-29 1000 被服等

（株）斉藤ポンプ工業 滋賀県東近江市沖野1丁目1番37号 1000 被服等

（有）総合防災ニシザワ 滋賀県東近江市小田苅町1767番地8 1000 被服等

（株）朝比自動車工業所 滋賀県東近江市川合町306番地 1100 車両

（株）奥村兄弟商会 滋賀県東近江市能登川町471 1100 車両

クリーンカー近江 滋賀県東近江市東沖野三丁目8番14号 1100 車両

コマツ滋賀（株） 滋賀県東近江市札の辻二丁目12番14号 1100 車両

サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 1100 車両

（株）斉藤ポンプ工業 滋賀県東近江市沖野1丁目1番37号 1100 車両

滋賀自工（株） 滋賀県東近江市五個荘石塚町253番地 1100 車両

（株）田辺消防システム 滋賀県東近江市伊庭町252-69 1100 車両

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 滋賀県東近江市瓜生津町552番地 1100 車両

西澤自動車工業（株） 滋賀県東近江市布施町655番地 1100 車両

小弥百貨店 滋賀県東近江市小田苅町353 1200 室内装飾

畳増 滋賀県東近江市小脇町778番地３ 1200 室内装飾

谷田畳店 滋賀県東近江市平松町432 1200 室内装飾

中川テント（株） 滋賀県東近江市中野町690番地の1 1200 室内装飾

東近江市永源寺森林組合 滋賀県東近江市山上町3544番地 1200 室内装飾
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本社名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種
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久田畳店 滋賀県東近江市上羽田町1399 1200 室内装飾

（有）フジイスポーツ 滋賀県東近江市池庄町34-1 1200 室内装飾

山崎木材 滋賀県東近江市甲津畑町1164番地 1200 室内装飾

（有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 1300 機械・工具

（有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173番地 1300 機械・工具

コマツ滋賀（株） 滋賀県東近江市札の辻二丁目12番14号 1300 機械・工具

三協（株） 滋賀県東近江市猪子町58番地 1300 機械・工具

（株）三省堂 滋賀県東近江市八日市清水2丁目7-5 1300 機械・工具

（株）ベストーナ 滋賀県東近江市八日市上之町２－７ 1300 機械・工具

（株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地 1300 機械・工具

村防工業（株） 滋賀県東近江市上平木町1850番地1 1300 機械・工具

（株）山平建材店 滋賀県東近江市八日市東本町1-12 1300 機械・工具

（有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 1400 厨房

（有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173番地 1400 厨房

（有）共栄ガス 滋賀県東近江市鋳物師町855番地2 1400 厨房

三協（株） 滋賀県東近江市猪子町58番地 1400 厨房

中島商事（株） 滋賀県東近江市宮荘町61-5 1400 厨房

（有）ニシカワ 滋賀県東近江市鯰江町145番地7 1400 厨房

（有）パパママハウスキタザワ 滋賀県東近江市上平木町1607番地の1 1400 厨房

（株）ベストーナ 滋賀県東近江市八日市上之町２－７ 1400 厨房

（株）山平建材店 滋賀県東近江市八日市東本町1-12 1400 厨房

がらや商店 滋賀県東近江市八日市町13-17 1500 日用雑貨

かんべえ 滋賀県東近江市鋳物師町1314番地 1500 日用雑貨

小弥百貨店 滋賀県東近江市小田苅町353 1500 日用雑貨

東山造園（株） 滋賀県東近江市市辺町949番地 1600 園芸

フローリスト　花はづき 滋賀県東近江市中里町629-6 1600 園芸

増樹園 滋賀県東近江市宮川町683-116 1600 園芸

（株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地 1600 園芸

近江銘茶　武久商店 滋賀県東近江市東中野町4-18 1700 食料品

近江銘茶　武久商店 滋賀県東近江市東中野町4-18 1800 記念品・百貨

がらや商店 滋賀県東近江市八日市町13-17 1800 記念品・百貨

かんべえ 滋賀県東近江市鋳物師町1314番地 1800 記念品・百貨

小弥百貨店 滋賀県東近江市小田苅町353 1800 記念品・百貨

コスガ印判 滋賀県東近江市ひばり丘町1-29 1800 記念品・百貨

畳増 滋賀県東近江市小脇町778番地３ 1800 記念品・百貨

（有）フジイスポーツ 滋賀県東近江市池庄町34-1 1800 記念品・百貨

（株）ミナミイ 滋賀県東近江市栄町7番12号 1800 記念品・百貨

（有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 1900 電気・通信用機器

Ａ・Ｖヒサダ 滋賀県東近江市高木町119 1900 電気・通信用機器

（有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173番地 1900 電気・通信用機器

（有）オフィックスパートナーズ 滋賀県東近江市幸町2番28号 1900 電気・通信用機器

貝沼電気工業所 滋賀県東近江市野村町114-4 1900 電気・通信用機器

小澤電機（株） 滋賀県東近江市八日市緑町12-7 1900 電気・通信用機器

サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 1900 電気・通信用機器
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三協（株） 滋賀県東近江市猪子町58番地 1900 電気・通信用機器

（有）伸和電器商会 滋賀県東近江市八日市本町2-9 1900 電気・通信用機器

（有）スポットクリミ 滋賀県東近江市栗見新田町850番地の1 1900 電気・通信用機器

（株）タマヤ 滋賀県東近江市八日市東浜町5-31 1900 電気・通信用機器

てっくさーびす 滋賀県東近江市市辺町994 1900 電気・通信用機器

中島商事（株） 滋賀県東近江市宮荘町61-5 1900 電気・通信用機器

（株）ニシデン 滋賀県東近江市沖野三丁目8番31号 1900 電気・通信用機器

（名）　西村電気 滋賀県東近江市八日市本町7番7号 1900 電気・通信用機器

（有）パパママハウスキタザワ 滋賀県東近江市上平木町1607番地の1 1900 電気・通信用機器

（有）フレンズ・コトー 滋賀県東近江市林田町1262番地 1900 電気・通信用機器

（株）ベストーナ 滋賀県東近江市八日市上之町２－７ 1900 電気・通信用機器

ミナイ事務機販売（株） 滋賀県東近江市中野町691-1 1900 電気・通信用機器

ムラマツエンジニア 滋賀県東近江市小田苅町1775-7 1900 電気・通信用機器

（有）山本教育システム 滋賀県東近江市野村町215番地 1900 電気・通信用機器

アクアトータルサービス（株） 滋賀県東近江市蒲生堂町338番地270 2000 理化学機器

（株）ベストーナ 滋賀県東近江市八日市上之町２－７ 2000 理化学機器

臼井製材 滋賀県東近江市鋳物師町965-2 2100 建設資材

奥儀建設（株） 滋賀県東近江市岡田町81番地1 2100 建設資材

（有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173番地 2100 建設資材

貝沼電気工業所 滋賀県東近江市野村町114-4 2100 建設資材

（株）湖東アスコン 滋賀県東近江市神田町463番地2 2100 建設資材

（株）三省堂 滋賀県東近江市八日市清水2丁目7-5 2100 建設資材

太信建設（株） 滋賀県東近江市沖野三丁目191番地2 2100 建設資材

（株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36番地 2100 建設資材

東近江市永源寺森林組合 滋賀県東近江市山上町3544番地 2100 建設資材

ムラマツエンジニア 滋賀県東近江市小田苅町1775-7 2100 建設資材

（株）山平建材店 滋賀県東近江市八日市東本町1-12 2100 建設資材

サカモト工房 滋賀県東近江市平林町625番地 2200 交通

（株）サン・ロード 滋賀県東近江市春日町１番68号 2200 交通

滋賀ライン工業（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町580番地3 2200 交通

（有）トラスト・ロード 滋賀県東近江市聖徳町1番58号 2200 交通

（株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36番地 2200 交通

がらや商店 滋賀県東近江市八日市町13-17 2300 その他物品

サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 2300 その他物品

（株）斉藤ポンプ工業 滋賀県東近江市沖野1丁目1番37号 2300 その他物品

（有）総合防災ニシザワ 滋賀県東近江市小田苅町1767番地8 2300 その他物品

（株）田辺消防システム 滋賀県東近江市伊庭町252-69 2300 その他物品

中川テント（株） 滋賀県東近江市中野町690番地の1 2300 その他物品

中島商事（株） 滋賀県東近江市宮荘町61-5 2300 その他物品

（株）ｅ・フォレスト 滋賀県東近江市百済寺本町273番地1 2400 役務（清掃）

臼井製材 滋賀県東近江市鋳物師町965-2 2400 役務（清掃）

（有）北口産業 滋賀県東近江市小脇町１７３９番地７ 2400 役務（清掃）

（株）熊木共楽園 滋賀県東近江市ひばり丘町1番4号 2400 役務（清掃）

クリーンぬのびき広域事業協同組合 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号　　 2400 役務（清掃）
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クリエイティブ 滋賀県東近江市五個荘木流町382-3 2400 役務（清掃）

伸企クリーンサービス 滋賀県東近江市野口町1-64 2400 役務（清掃）

（有）新昇堂 滋賀県東近江市五個荘川並町846 2400 役務（清掃）

（有）スギモト 滋賀県東近江市糠塚町３３番地-1 2400 役務（清掃）

（株）造園佐野 滋賀県東近江市佐野町501番地3 2400 役務（清掃）

庭　ＧＯＧＯＧＲＥＥＮ 滋賀県東近江市上平木町2030-98 2400 役務（清掃）

野田造園 滋賀県東近江市市原野町2071-1 2400 役務（清掃）

花久造園 滋賀県東近江市五個荘七里町613番地 2400 役務（清掃）

花繁造園 滋賀県東近江市五個荘新堂町231 2400 役務（清掃）

花文造園土木（株） 滋賀県東近江市五個荘竜田町627番地2 2400 役務（清掃）

東近江市永源寺森林組合 滋賀県東近江市山上町3544番地 2400 役務（清掃）

東山造園（株） 滋賀県東近江市市辺町949番地 2400 役務（清掃）

増樹園 滋賀県東近江市宮川町683-116 2400 役務（清掃）

（株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地 2400 役務（清掃）

山崎木材 滋賀県東近江市甲津畑町1164番地 2400 役務（清掃）

（有）裕花園 滋賀県東近江市五個荘竜田町577番地の1 2400 役務（清掃）

八日市清掃（株） 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号 2400 役務（清掃）

（株）ライフテックミツダ 滋賀県東近江市今堀町621番地の1 2400 役務（清掃）

（株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 2400 役務（清掃）

（株）富士綜合 滋賀県東近江市東沖野2丁目6番19号 2500 役務（警備）

（株）ｅ・フォレスト 滋賀県東近江市百済寺本町273番地1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（有）新昇堂 滋賀県東近江市五個荘川並町846 2600 役務（消毒・害虫駆除）

野田造園 滋賀県東近江市市原野町2071-1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（有）裕花園 滋賀県東近江市五個荘竜田町577番地の1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

アクアトータルサービス（株） 滋賀県東近江市蒲生堂町338番地270 2700 役務（保守管理）

イノダ電気設備管理事務所 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町330 2700 役務（保守管理）

岡電気設備管理事務所 滋賀県東近江市桜川西町４２０ 2700 役務（保守管理）

（有）オフィックスパートナーズ 滋賀県東近江市幸町2番28号 2700 役務（保守管理）

（有）北口産業 滋賀県東近江市小脇町１７３９番地７ 2700 役務（保守管理）

クリーンぬのびき広域事業協同組合 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号　　 2700 役務（保守管理）

サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 2700 役務（保守管理）

（株）斉藤ポンプ工業 滋賀県東近江市沖野1丁目1番37号 2700 役務（保守管理）

三協（株） 滋賀県東近江市猪子町58番地 2700 役務（保守管理）

（有）スギモト 滋賀県東近江市糠塚町３３番地-1 2700 役務（保守管理）

（有）総合防災ニシザワ 滋賀県東近江市小田苅町1767番地8 2700 役務（保守管理）

（株）田辺消防システム 滋賀県東近江市伊庭町252-69 2700 役務（保守管理）

中堀電気管理事務所 滋賀県東近江市垣見町1329 2700 役務（保守管理）

中村電気設備管理事務所 滋賀県東近江市小八木町831 2700 役務（保守管理）

（株）ニシデン 滋賀県東近江市沖野三丁目8番31号 2700 役務（保守管理）

藤田電気設備管理事務所 滋賀県東近江市沖野1-3-26 2700 役務（保守管理）

（株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地 2700 役務（保守管理）

村防工業（株） 滋賀県東近江市上平木町1850番地1 2700 役務（保守管理）

ムラマツエンジニア 滋賀県東近江市小田苅町1775-7 2700 役務（保守管理）

八日市清掃（株） 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号 2700 役務（保守管理）
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（株）ライフテックミツダ 滋賀県東近江市今堀町621番地の1 2700 役務（保守管理）

（株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 2700 役務（保守管理）

奥儀建設（株） 滋賀県東近江市岡田町81番地1 2900 役務（廃棄物処理）

（有）北口産業 滋賀県東近江市小脇町１７３９番地７ 2900 役務（廃棄物処理）

（有）スギモト 滋賀県東近江市糠塚町３３番地-1 2900 役務（廃棄物処理）

八日市清掃（株） 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号 2900 役務（廃棄物処理）

永源寺タクシー（株） 滋賀県東近江市山上町3687番地 3000 役務（運搬業務）

エイタク旅行企画 滋賀県東近江市山上町3687番地 3000 役務（運搬業務）

小林事務機（株） 滋賀県東近江市幸町2番28号 3100 役務（情報処理）

藤野商事（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町11番地3 3100 役務（情報処理）

アクアトータルサービス（株） 滋賀県東近江市蒲生堂町338番地270 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクアリサーチ 滋賀県東近江市東今崎町6番11号 3200 役務（検査・分析・調査）

クリーンぬのびき広域事業協同組合 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号　　 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）あいゆう広告 滋賀県東近江市建部南町211-1 3300 役務（イベント・企画）

中川テント（株） 滋賀県東近江市中野町690番地の1 3300 役務（イベント・企画）

小林事務機（株） 滋賀県東近江市幸町2番28号 3600 役務（リース・レンタル）

五峰商会 滋賀県東近江市佐野町741番地 3600 役務（リース・レンタル）

コマツ滋賀（株） 滋賀県東近江市札の辻二丁目12番14号 3600 役務（リース・レンタル）

中川テント（株） 滋賀県東近江市中野町690番地の1 3600 役務（リース・レンタル）

藤野商事（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町11番地3 3600 役務（リース・レンタル）

（株）朝比自動車工業所 滋賀県東近江市川合町306番地 3800 役務（車両整備）

（株）奥村兄弟商会 滋賀県東近江市能登川町471 3800 役務（車両整備）

クリーンカー近江 滋賀県東近江市東沖野三丁目8番14号 3800 役務（車両整備）

コマツ滋賀（株） 滋賀県東近江市札の辻二丁目12番14号 3800 役務（車両整備）

滋賀自工（株） 滋賀県東近江市五個荘石塚町253番地 3800 役務（車両整備）

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 滋賀県東近江市瓜生津町552番地 3800 役務（車両整備）

西澤自動車工業（株） 滋賀県東近江市布施町655番地 3800 役務（車両整備）

（有）北口産業 滋賀県東近江市小脇町１７３９番地７ 3900 役務（資源回収）

クリーンぬのびき広域事業協同組合 滋賀県東近江市八日市東本町3番29号　　 3900 役務（資源回収）

（有）スギモト 滋賀県東近江市糠塚町３３番地-1 3900 役務（資源回収）

（株）ｅ・フォレスト 滋賀県東近江市百済寺本町273番地1 4000 役務（その他）

臼井製材 滋賀県東近江市鋳物師町965-2 4000 役務（その他）

コウケン 滋賀県東近江市きぬがさ町121 4000 役務（その他）

五峰商会 滋賀県東近江市佐野町741番地 4000 役務（その他）

滋賀高速印刷（株） 滋賀県東近江市中野町1005 4000 役務（その他）

（株）滋賀報知新聞社 滋賀県東近江市中野町1005 4000 役務（その他）

畳増 滋賀県東近江市小脇町778番地３ 4000 役務（その他）

（株）タマヤ 滋賀県東近江市八日市東浜町5-31 4000 役務（その他）

戸島楽器店 滋賀県東近江市八日市上之町2-3 4000 役務（その他）

花文造園土木（株） 滋賀県東近江市五個荘竜田町627番地2 4000 役務（その他）

（有）坂東林業 滋賀県東近江市一式町564-5 4000 役務（その他）

東近江市永源寺森林組合 滋賀県東近江市山上町3544番地 4000 役務（その他）

山崎木材 滋賀県東近江市甲津畑町1164番地 4000 役務（その他）

（株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 4000 役務（その他）
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（株）アヤハディオ 湖東店 滋賀県東近江市小田苅町2003 0100 事務用品

（株）岩佐 東近江営業所 滋賀県東近江市八日市松尾町2番2号 0100 事務用品

（株）ヒコハン 八日市店 滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号 0100 事務用品

（株）上智 近畿支店 滋賀県東近江市宮川町651番地31 0200 コンピュータ

近江印刷（株） 東近江支店 滋賀県東近江市五個荘小幡町698-2 0300 印刷

（株）スマイ印刷工業 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘竜田町362 0300 印刷

凸版印刷（株） 西日本事業本部　関西事業部　滋賀営業所 滋賀県東近江市妙法寺町1101-20 0300 印刷

（株）ヒコハン 八日市店 滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号 0300 印刷

（株）ヤマジ 滋賀営業所 滋賀県東近江市八日市緑町１４番５ 0300 印刷

（株）岩佐 東近江営業所 滋賀県東近江市八日市松尾町2番2号 0500 教材・教具

カナリヤ楽器（有） 能登川支店 滋賀県東近江市林町43-2 0500 教材・教具

（株）塚本楽器 東近江営業所 滋賀県東近江市宮川町244-112 0500 教材・教具

近江印刷（株） 東近江支店 滋賀県東近江市五個荘小幡町698-2 0600 広告

（株）スマイ印刷工業 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘竜田町362 0600 広告

（株）岩佐 東近江営業所 滋賀県東近江市八日市松尾町2番2号 0700 薬品・医療用機器

（株）奥山ポンプ商会 東近江営業所 滋賀県東近江市神郷町982番地 1000 被服等

（株）奥山ポンプ商会 東近江営業所 滋賀県東近江市神郷町982番地 1100 車両

滋賀トヨタ自動車（株） 八日市店 滋賀県東近江市八日市東本町12-3 1100 車両

（株）北陸近畿クボタ 東近江営業所 滋賀県東近江市岡田町115番地 1100 車両

駿遠商事（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市瓜生津町2516 1300 機械・工具

（株）ナカテック 東近江支社 滋賀県東近江市八日市上之町2-7 1300 機械・工具

日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市中小路町551番地1 1300 機械・工具

（株）北陸近畿クボタ 東近江営業所 滋賀県東近江市岡田町115番地 1300 機械・工具

ヤンマーアグリジャパン（株） 湖東支店 滋賀県東近江市林田町2012 1300 機械・工具

（株）ナカテック 東近江支社 滋賀県東近江市八日市上之町2-7 1400 厨房

（株）アヤハディオ 湖東店 滋賀県東近江市小田苅町2003 1500 日用雑貨

（株）アヤハディオ 湖東店 滋賀県東近江市小田苅町2003 1600 園芸

（株）ヒコハン 八日市店 滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号 1800 記念品・百貨

駿遠商事（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市瓜生津町2516 1900 電気・通信用機器

（株）ナカテック 東近江支社 滋賀県東近江市八日市上之町2-7 1900 電気・通信用機器

日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市中小路町551番地1 1900 電気・通信用機器

（株）ナカテック 東近江支社 滋賀県東近江市八日市上之町2-7 2000 理化学機器

日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市中小路町551番地1 2000 理化学機器

（株）アヤハディオ 湖東店 滋賀県東近江市小田苅町2003 2100 建設資材

（株）山中 東近江営業所 滋賀県東近江市東沖野５丁目36-2 2100 建設資材

（株）奥山ポンプ商会 東近江営業所 滋賀県東近江市神郷町982番地 2300 その他物品

駿遠商事（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市瓜生津町2516 2300 その他物品

ミナミ防災（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市垣見町1330番地 2300 その他物品

（株）ヤマジ 滋賀営業所 滋賀県東近江市八日市緑町１４番５ 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）奥山ポンプ商会 東近江営業所 滋賀県東近江市神郷町982番地 2700 役務（保守管理）

カナリヤ楽器（有） 能登川支店 滋賀県東近江市林町43-2 2700 役務（保守管理）

（株）ディタデアス 東近江営業所 滋賀県東近江市八日市緑町2-1 2700 役務（保守管理）

日本エンヂニヤ（株） 滋賀営業所 滋賀県東近江市中小路町551番地1 2700 役務（保守管理）

ミナミ防災（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市垣見町1330番地 2700 役務（保守管理）

セイノースーパーエクスプレス（株） 滋賀北陸エリア 滋賀県東近江市五個荘北町屋町219 2900 役務（廃棄物処理）

市内に営業所を有する者
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近江鉄道（株） 八日市営業所 滋賀県東近江市八日市東本町11番3号 3000 役務（運搬業務）

近江トラベル（株） 八日市支店 滋賀県東近江市八日市浜野町1-1　 3000 役務（運搬業務）

滋賀観光バス（株） 八日市営業所 滋賀県東近江市八日市東本町10番1号 3000 役務（運搬業務）

セイノースーパーエクスプレス（株） 滋賀北陸エリア 滋賀県東近江市五個荘北町屋町219 3000 役務（運搬業務）

日本郵便（株） 八日市郵便局 滋賀県東近江市八日市野々宮町1-27 3000 役務（運搬業務）

近畿設計測量（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町401番地14 3100 役務（情報処理）

（株）上智 近畿支店 滋賀県東近江市宮川町651番地31 3100 役務（情報処理）

（株）ディタデアス 東近江営業所 滋賀県東近江市八日市緑町2-1 3100 役務（情報処理）

橋本技術（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘奥町708-2 3100 役務（情報処理）

近畿設計測量（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町401番地14 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）上智 近畿支店 滋賀県東近江市宮川町651番地31 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）地域計画建築研究所 滋賀営業所 滋賀県東近江市八日市本町9-14 3200 役務（検査・分析・調査）

橋本技術（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘奥町708-2 3200 役務（検査・分析・調査）

近江印刷（株） 東近江支店 滋賀県東近江市五個荘小幡町698-2 3300 役務（イベント・企画）

近江トラベル（株） 八日市支店 滋賀県東近江市八日市浜野町1-1　 3300 役務（イベント・企画）

近畿設計測量（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町401番地14 3300 役務（イベント・企画）

（株）スマイ印刷工業 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘竜田町362 3300 役務（イベント・企画）

（株）地域計画建築研究所 滋賀営業所 滋賀県東近江市八日市本町9-14 3300 役務（イベント・企画）

凸版印刷（株） 西日本事業本部　関西事業部　滋賀営業所 滋賀県東近江市妙法寺町1101-20 3300 役務（イベント・企画）

橋本技術（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘奥町708-2 3300 役務（イベント・企画）

（株）上智 近畿支店 滋賀県東近江市宮川町651番地31 3600 役務（リース・レンタル）

滋賀トヨタ自動車（株） 八日市店 滋賀県東近江市八日市東本町12-3 3800 役務（車両整備）

近江トラベル（株） 八日市支店 滋賀県東近江市八日市浜野町1-1　 4000 役務（その他）

近畿設計測量（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町401番地14 4000 役務（その他）

（株）塚本楽器 東近江営業所 滋賀県東近江市宮川町244-112 4000 役務（その他）

凸版印刷（株） 西日本事業本部　関西事業部　滋賀営業所 滋賀県東近江市妙法寺町1101-20 4000 役務（その他）

橋本技術（株） 東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘奥町708-2 4000 役務（その他）
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（株）ウチダビジネスソリューションズ 彦根支店 滋賀県彦根市松原二丁目6番1号 0100 事務用品

（株）サンクス 滋賀県甲賀市水口町日電1-15 0100 事務用品

滋賀ビジネスマシン（株） 滋賀県大津市月輪一丁目13番11号 0100 事務用品

（株）シゲタ 滋賀県守山市勝部1丁目12番41号 0100 事務用品

（有）島田家具工芸 滋賀県近江八幡市西生来町1229番地の3 0100 事務用品

（有）正野博文堂 滋賀県蒲生郡日野町松尾二丁目26番地 0100 事務用品

進々堂商光（株） 滋賀県彦根市小泉町19-10 0100 事務用品

フレーベル滋賀 滋賀県守山市伊勢町８１番地１ 0100 事務用品

（株）ヤサカ 滋賀県高島市今津町今津1970-1 0100 事務用品

（特）アイ・コラボレーション アイ・コラボレーション多賀 滋賀県犬上郡多賀町多賀1634-1 0200 コンピュータ

アケボノ特機（株） 滋賀県彦根市芹川町593番地の1 0200 コンピュータ

（株）ウチダビジネスソリューションズ 彦根支店 滋賀県彦根市松原二丁目6番1号 0200 コンピュータ

キノンビクス（株） 滋賀県栗東市高野577番地1 0200 コンピュータ

（株）サンクス 滋賀県甲賀市水口町日電1-15 0200 コンピュータ

滋賀大和電設工業（株） 滋賀県草津市草津2丁目12-25 0200 コンピュータ

滋賀ビジネスマシン（株） 滋賀県大津市月輪一丁目13番11号 0200 コンピュータ

進々堂商光（株） 滋賀県彦根市小泉町19-10 0200 コンピュータ

（株）セイコーエリクトリック 滋賀県栗東市伊勢落633-7 0200 コンピュータ

大晶電気（株） 滋賀県甲賀市水口町杣中117 0200 コンピュータ

（株）ＤＧインデックス 滋賀県守山市勝部3丁目13-15 0200 コンピュータ

西村商店 滋賀県彦根市松原町１７５０番地７ 0200 コンピュータ

日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西23番地 0200 コンピュータ

（株）ライフ・オン 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6 0200 コンピュータ

（特）アイ・コラボレーション アイ・コラボレーション多賀 滋賀県犬上郡多賀町多賀1634-1 0300 印刷

アインズ（株） 本社営業　 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3 0300 印刷

（株）アダムスグループ 滋賀県草津市草津三丁目13番47号 0300 印刷

（有）ウエスト 滋賀県近江八幡市鷹飼町南1丁目3-11 0300 印刷

（株）カンプリ近江 滋賀県近江八幡市出町763 0300 印刷

サンライズ出版（株） 滋賀県彦根市鳥居本町655番地の1 0300 印刷

（有）田中印刷所 滋賀県彦根市小泉町1042番地の1 0300 印刷

（有）東呉竹堂　ひがし印刷 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦2700 0300 印刷

（有）布施技術社 滋賀県彦根市大藪町510-31 0300 印刷

（株）プロフリー 滋賀県栗東市川辺104-3 0300 印刷

（株）マンアップ 滋賀県大津市京町四丁目５番２３号フォレスト京町ビル５Ｆ 0300 印刷

（株）ヤマプラ 滋賀県近江八幡市桜宮町294番地YP1 0300 印刷

アケボノ特機（株） 滋賀県彦根市芹川町593番地の1 0400 写真

（株）カンプリ近江 滋賀県近江八幡市出町763 0400 写真

キノンビクス（株） 滋賀県栗東市高野577番地1 0400 写真

（株）キャムズ 滋賀県栗東市六地蔵709-3 0400 写真

（株）石岡楽器 滋賀県近江八幡市中村町20番1号 0500 教材・教具

永惠化機（株） 滋賀県湖南市中央四丁目137番地 0500 教材・教具

かて工房（有） 滋賀県大津市神出開町260番地の68 0500 教材・教具

木の童具村 滋賀県彦根市駅東町1-4　1204 0500 教材・教具

（株）サンクス 滋賀県甲賀市水口町日電1-15 0500 教材・教具

滋賀中央森林組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 0500 教材・教具

県内に本店を有する者

9/63



本社名 委任先名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

県内に本店を有する者

（株）シゲタ 滋賀県守山市勝部1丁目12番41号 0500 教材・教具

（有）正野博文堂 滋賀県蒲生郡日野町松尾二丁目26番地 0500 教材・教具

（株）スポーツショップキムラ 滋賀県彦根市彦富町９１３番地１ 0500 教材・教具

寺村書店 滋賀県彦根市松原1丁目4-9 0500 教材・教具

（有）とりい 滋賀県近江八幡市小幡町上39番地8 0500 教材・教具

（株）中島スポーツ 滋賀県甲賀市水口町城東5番17号 0500 教材・教具

（株）中山スポーツ 滋賀県大津市千町1-25-25 0500 教材・教具

（株）西村教材 滋賀県彦根市古沢町710-52 0500 教材・教具

（有）バンバスポーツ 滋賀県近江八幡市桜宮町289フジビル 0500 教材・教具

福盛教材（有） 滋賀県草津市北山田町68-1 0500 教材・教具

フレーベル滋賀 滋賀県守山市伊勢町８１番地１ 0500 教材・教具

（有）マキノ製作所 滋賀県高島市マキノ町西浜1008-1 0500 教材・教具

松山産業（株） 滋賀県甲賀市土山町北土山1700番地 0500 教材・教具

メイワン教材社 滋賀県近江八幡市馬淵町407番地4 0500 教材・教具

（有）ヨシカワ商事 滋賀県大津市黒津三丁目13-47 0500 教材・教具

（株）ライフ 滋賀県米原市高溝236番地8 0500 教材・教具

（株）らぴっぴ 滋賀県草津市野路一丁目12番11号 0500 教材・教具

（有）レッツエスユー 滋賀県大津市仰木の里東三丁目７番８号 0500 教材・教具

ロマン楽器（株） 滋賀県草津市南草津五丁目３－３ 0500 教材・教具

（特）アイ・コラボレーション アイ・コラボレーション多賀 滋賀県犬上郡多賀町多賀1634-1 0600 広告

アインズ（株） 本社営業　 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3 0600 広告

（株）アダムスグループ 滋賀県草津市草津三丁目13番47号 0600 広告

（有）ウエスト 滋賀県近江八幡市鷹飼町南1丁目3-11 0600 広告

（株）カワシマ 滋賀県甲賀市水口町宇川1307番地42 0600 広告

（有）関西看板 滋賀県近江八幡市西元町44番地1 0600 広告

（株）カンプリ近江 滋賀県近江八幡市出町763 0600 広告

（有）田中印刷所 滋賀県彦根市小泉町1042番地の1 0600 広告

（株）ディスプレイ・アトム 滋賀県彦根市小泉町177番地 0600 広告

トラヤ商事（株） 滋賀県彦根市銀座町5番4号 0600 広告

（株）中島スポーツ 滋賀県甲賀市水口町城東5番17号 0600 広告

（株）中山スポーツ 滋賀県大津市千町1-25-25 0600 広告

（有）東呉竹堂　ひがし印刷 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦2700 0600 広告

（株）プロフリー 滋賀県栗東市川辺104-3 0600 広告

（株）本庄 滋賀県大津市大萱三丁目4番14号 0600 広告

（株）ヤマプラ 滋賀県近江八幡市桜宮町294番地YP1 0600 広告

（有）ＬＯＳｗｅｌｌ 滋賀県大津市比叡平3丁目53番19号 0600 広告

青木義肢製作所 滋賀県甲賀市土山町大野2143 0700 薬品・医療用機器

（株）アズマ 滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 0700 薬品・医療用機器

永惠化機（株） 滋賀県湖南市中央四丁目137番地 0700 薬品・医療用機器

（株）太田種苗 滋賀県近江八幡市十王町336番地 0700 薬品・医療用機器

（有）北川農機センター 滋賀県犬上郡豊郷町雨降野1623番地 0700 薬品・医療用機器

（有）草津介護センター 滋賀県草津市西渋川一丁目15番10号 0700 薬品・医療用機器

国友工業（株） 滋賀県長浜市神照町938番地 0700 薬品・医療用機器

滋賀カーバイド（株） 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1485番地 0700 薬品・医療用機器

（株）シガドライウィザース 滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 0700 薬品・医療用機器
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滋賀ビジネスマシン（株） 滋賀県大津市月輪一丁目13番11号 0700 薬品・医療用機器

（株）ダイゴ 滋賀県近江八幡市中村町20番地 0700 薬品・医療用機器

（株）大正堂 滋賀県甲賀市水口町城東3番38号 0700 薬品・医療用機器

東郷化成（株） 滋賀県守山市播磨田町96番地の1 0700 薬品・医療用機器

（有）とりい 滋賀県近江八幡市小幡町上39番地8 0700 薬品・医療用機器

（株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地 0700 薬品・医療用機器

（株）西村教材 滋賀県彦根市古沢町710-52 0700 薬品・医療用機器

（株）橋本クロス 滋賀県長浜市南浜町976 0700 薬品・医療用機器

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 0700 薬品・医療用機器

びわこ東部森林組合 滋賀県犬上郡多賀町多賀246番地 0700 薬品・医療用機器

ミドリ安全滋賀（株） 滋賀県栗東市下鈎351番地 0700 薬品・医療用機器

（株）ヤサカ 滋賀県高島市今津町今津1970-1 0700 薬品・医療用機器

（有）ヨシカワ商事 滋賀県大津市黒津三丁目13-47 0700 薬品・医療用機器

（株）ライフ 滋賀県米原市高溝236番地8 0700 薬品・医療用機器

（有）レッツエスユー 滋賀県大津市仰木の里東三丁目７番８号 0700 薬品・医療用機器

滋賀運送（株） 滋賀県甲賀市水口町名坂８４０番地 0800 燃料類

滋賀カーバイド（株） 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1485番地 0800 燃料類

ツジソト（株） 滋賀県近江八幡市音羽町7番地の1 0800 燃料類

橋井石油（株） 竜王インターＳＳ 滋賀県湖南市下田中山９２４ 0800 燃料類

びわこ東部森林組合 滋賀県犬上郡多賀町多賀246番地 0800 燃料類

（株）清友商会 滋賀県彦根市安清町3-27 0900 図書

寺村書店 滋賀県彦根市松原1丁目4-9 0900 図書

西村商店 滋賀県彦根市松原町１７５０番地７ 0900 図書

フレーベル滋賀 滋賀県守山市伊勢町８１番地１ 0900 図書

（株）アダムスグループ 滋賀県草津市草津三丁目13番47号 1000 被服等

（株）エイワユニフォーム 滋賀県栗東市辻524番地1 1000 被服等

奥山防災（株） 滋賀県彦根市平田町185 1000 被服等

（株）シガドライウィザース 滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 1000 被服等

トラヤ商事（株） 滋賀県彦根市銀座町5番4号 1000 被服等

（株）中島スポーツ 滋賀県甲賀市水口町城東5番17号 1000 被服等

（株）ニシザキ 滋賀県犬上郡多賀町土田480番地 1000 被服等

ミドリ安全滋賀（株） 滋賀県栗東市下鈎351番地 1000 被服等

（株）伊関商会 滋賀県彦根市肥田町377 1100 車両

近江ユニキャリア販売（株） 滋賀県近江八幡市上田町84-7 1100 車両

（株）川嶋機械 滋賀県守山市播磨田町93番地の2 1100 車両

滋賀日野自動車（株） 彦根支店 滋賀県彦根市安食中町三反田300-2 1100 車両

（株）トヨタレンタリース滋賀 滋賀県草津市草津町1862番1 1100 車両

橋井石油（株） 竜王インターＳＳ 滋賀県湖南市下田中山９２４ 1100 車両

（株）杢兵衛造船所 滋賀県大津市今堅田1丁目2-20 1100 車両

（株）レイヤマクチ 滋賀県野洲市三上1222-1 1100 車両

（株）ウチダビジネスソリューションズ 彦根支店 滋賀県彦根市松原二丁目6番1号 1200 室内装飾

（有）島田家具工芸 滋賀県近江八幡市西生来町1229番地の3 1200 室内装飾

（有）正野博文堂 滋賀県蒲生郡日野町松尾二丁目26番地 1200 室内装飾

トラヤ商事（株） 滋賀県彦根市銀座町5番4号 1200 室内装飾

（株）中山スポーツ 滋賀県大津市千町1-25-25 1200 室内装飾
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（有）バンバスポーツ 滋賀県近江八幡市桜宮町289フジビル 1200 室内装飾

（株）本庄 滋賀県大津市大萱三丁目4番14号 1200 室内装飾

松山産業（株） 滋賀県甲賀市土山町北土山1700番地 1200 室内装飾

（株）らぴっぴ 滋賀県草津市野路一丁目12番11号 1200 室内装飾

（株）伊関商会 滋賀県彦根市肥田町377 1300 機械・工具

近江ユニキャリア販売（株） 滋賀県近江八幡市上田町84-7 1300 機械・工具

（株）太田種苗 滋賀県近江八幡市十王町336番地 1300 機械・工具

（株）大森商会 滋賀県甲賀市土山町北土山536番地 1300 機械・工具

（株）川嶋機械 滋賀県守山市播磨田町93番地の2 1300 機械・工具

関西産業（株） 滋賀県彦根市南川瀬町1666番地 1300 機械・工具

（有）北川農機センター 滋賀県犬上郡豊郷町雨降野1623番地 1300 機械・工具

ケイエンジニアリング（株） 滋賀県大津市大萱六丁目5-12 1300 機械・工具

佐伯重機工業（株） 滋賀県犬上郡豊郷町安食南701番地 1300 機械・工具

滋賀建機（株） 滋賀県愛知郡愛荘町中宿160番地1 1300 機械・工具

滋賀工業（株） 滋賀県長浜市大辰巳町33 1300 機械・工具

（株）滋賀商事 滋賀県長浜市新旭町151番地 1300 機械・工具

（株）滋賀ポンプ 滋賀県長浜市下之郷町709番地 1300 機械・工具

大喜産業（株） 滋賀県守山市十二里町250番地の5 1300 機械・工具

太陽技建（株） 滋賀県長浜市山階町455番地32 1300 機械・工具

ティーエムエルデ（株） 滋賀県長浜市細江町864番地4 1300 機械・工具

東洋資材（株） 滋賀県彦根市高宮町1705 1300 機械・工具

びわこ東部森林組合 滋賀県犬上郡多賀町多賀246番地 1300 機械・工具

（有）レッツエスユー 滋賀県大津市仰木の里東三丁目７番８号 1300 機械・工具

（株）伊関商会 滋賀県彦根市肥田町377 1400 厨房

永惠化機（株） 滋賀県湖南市中央四丁目137番地 1400 厨房

（有）北川農機センター 滋賀県犬上郡豊郷町雨降野1623番地 1400 厨房

木の童具村 滋賀県彦根市駅東町1-4　1204 1400 厨房

（株）キャムズ 滋賀県栗東市六地蔵709-3 1400 厨房

国友工業（株） 滋賀県長浜市神照町938番地 1400 厨房

（株）クリエイト 滋賀県栗東市安養寺六丁目9番61号 1400 厨房

（株）サンコー製作所 滋賀県長浜市一の宮町4-41 1400 厨房

（株）滋賀厨房 滋賀県近江八幡市加茂町379番地 1400 厨房

大洋厨房（株） 滋賀県大津市木下町18-8 1400 厨房

ツジソト（株） 滋賀県近江八幡市音羽町7番地の1 1400 厨房

ティーエムエルデ（株） 滋賀県長浜市細江町864番地4 1400 厨房

東洋資材（株） 滋賀県彦根市高宮町1705 1400 厨房

橋井石油（株） 竜王インターＳＳ 滋賀県湖南市下田中山９２４ 1400 厨房

（有）ヨシカワ商事 滋賀県大津市黒津三丁目13-47 1400 厨房

（株）らぴっぴ 滋賀県草津市野路一丁目12番11号 1400 厨房

（株）エイワユニフォーム 滋賀県栗東市辻524番地1 1500 日用雑貨

大洋厨房（株） 滋賀県大津市木下町18-8 1500 日用雑貨

（株）西村教材 滋賀県彦根市古沢町710-52 1500 日用雑貨

西村商店 滋賀県彦根市松原町１７５０番地７ 1500 日用雑貨

（株）橋本クロス 滋賀県長浜市南浜町976 1500 日用雑貨

フレーベル滋賀 滋賀県守山市伊勢町８１番地１ 1500 日用雑貨
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松井産業（株） 滋賀県草津市東矢倉1丁目8番22号 1500 日用雑貨

（株）メディカルウェイストシステム 滋賀県栗東市手原3丁目10番11号 1500 日用雑貨

（有）レッツエスユー 滋賀県大津市仰木の里東三丁目７番８号 1500 日用雑貨

（株）太田種苗 滋賀県近江八幡市十王町336番地 1600 園芸

（有）北川農機センター 滋賀県犬上郡豊郷町雨降野1623番地 1600 園芸

東郷化成（株） 滋賀県守山市播磨田町96番地の1 1600 園芸

愛知食油（株） 滋賀県愛知郡愛荘町中宿118番地 1700 食料品

奥山防災（株） 滋賀県彦根市平田町185 1700 食料品

（株）湖光ファイン 滋賀県栗東市荒張1990番地 1700 食料品

（株）森野商店 滋賀県愛知郡愛荘町市878番地 1700 食料品

（有）ヨシカワ商事 滋賀県大津市黒津三丁目13-47 1700 食料品

（株）スポーツショップキムラ 滋賀県彦根市彦富町９１３番地１ 1800 記念品・百貨

トラヤ商事（株） 滋賀県彦根市銀座町5番4号 1800 記念品・百貨

（株）中島スポーツ 滋賀県甲賀市水口町城東5番17号 1800 記念品・百貨

（株）中山スポーツ 滋賀県大津市千町1-25-25 1800 記念品・百貨

（有）バンバスポーツ 滋賀県近江八幡市桜宮町289フジビル 1800 記念品・百貨

（株）プロフリー 滋賀県栗東市川辺104-3 1800 記念品・百貨

アオキテクノ（株） 滋賀県守山市金森町917番地 1900 電気・通信用機器

アケボノ特機（株） 滋賀県彦根市芹川町593番地の1 1900 電気・通信用機器

（株）アダムスセキュリティ 滋賀県草津市草津３丁目13-47 1900 電気・通信用機器

（株）ウチダビジネスソリューションズ 彦根支店 滋賀県彦根市松原二丁目6番1号 1900 電気・通信用機器

（株）エステック 滋賀県草津市野路東五丁目11-31 1900 電気・通信用機器

（株）大森商会 滋賀県甲賀市土山町北土山536番地 1900 電気・通信用機器

河口電気工業（株） 滋賀県彦根市高宮町1739-1 1900 電気・通信用機器

キノンビクス（株） 滋賀県栗東市高野577番地1 1900 電気・通信用機器

（株）清友商会 滋賀県彦根市安清町3-27 1900 電気・通信用機器

国友工業（株） 滋賀県長浜市神照町938番地 1900 電気・通信用機器

ケイエンジニアリング（株） 滋賀県大津市大萱六丁目5-12 1900 電気・通信用機器

（株）サンクス 滋賀県甲賀市水口町日電1-15 1900 電気・通信用機器

（有）しがエレテック 滋賀県野洲市小篠原386-6 1900 電気・通信用機器

滋賀大和電設工業（株） 滋賀県草津市草津2丁目12-25 1900 電気・通信用機器

滋賀ビジネスマシン（株） 滋賀県大津市月輪一丁目13番11号 1900 電気・通信用機器

（株）滋賀ポンプ 滋賀県長浜市下之郷町709番地 1900 電気・通信用機器

（株）セイコーエリクトリック 滋賀県栗東市伊勢落633-7 1900 電気・通信用機器

大晶電気（株） 滋賀県甲賀市水口町杣中117 1900 電気・通信用機器

（株）大進 滋賀県近江八幡市中村町2番地の4 1900 電気・通信用機器

ツジソト（株） 滋賀県近江八幡市音羽町7番地の1 1900 電気・通信用機器

東洋資材（株） 滋賀県彦根市高宮町1705 1900 電気・通信用機器

（株）ナユタ 滋賀県彦根市大藪町3072番地 1900 電気・通信用機器

（株）ハイドロテック 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 1900 電気・通信用機器

（株）ライフ・オン 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6 1900 電気・通信用機器

ロマン楽器（株） 滋賀県草津市南草津五丁目３－３ 1900 電気・通信用機器

永惠化機（株） 滋賀県湖南市中央四丁目137番地 2000 理化学機器

関西産業（株） 滋賀県彦根市南川瀬町1666番地 2000 理化学機器

ケイエンジニアリング（株） 滋賀県大津市大萱六丁目5-12 2000 理化学機器
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（有）五大商事 滋賀県彦根市小泉町93番地の4 2000 理化学機器

寺村書店 滋賀県彦根市松原1丁目4-9 2000 理化学機器

（株）西村教材 滋賀県彦根市古沢町710-52 2000 理化学機器

（株）ハイドロテック 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 2000 理化学機器

（株）ライフ 滋賀県米原市高溝236番地8 2000 理化学機器

（株）アズマ 滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 2100 建設資材

（有）エムテクノ 滋賀県湖南市岩根中央三丁目58番地 2100 建設資材

河口電気工業（株） 滋賀県彦根市高宮町1739-1 2100 建設資材

（株）川嶋機械 滋賀県守山市播磨田町93番地の2 2100 建設資材

（有）五大商事 滋賀県彦根市小泉町93番地の4 2100 建設資材

滋賀中央森林組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 2100 建設資材

（株）滋賀ポンプ 滋賀県長浜市下之郷町709番地 2100 建設資材

東郷化成（株） 滋賀県守山市播磨田町96番地の1 2100 建設資材

東洋資材（株） 滋賀県彦根市高宮町1705 2100 建設資材

光舗道建設（株） 滋賀県草津市南草津三丁目1番地1 2100 建設資材

（株）アダムスセキュリティ 滋賀県草津市草津３丁目13-47 2200 交通

（有）オーミ交安施設 滋賀県大津市鏡が浜6番23号 2200 交通

（有）五大商事 滋賀県彦根市小泉町93番地の4 2200 交通

（有）サンエム商会 滋賀県草津市大路1丁目16番6号 2200 交通

三友工業（株） 滋賀県大津市中野一丁目585番地 2200 交通

（株）シンコウ安全 滋賀県草津市橋岡町28番地10 2200 交通

青木義肢製作所 滋賀県甲賀市土山町大野2143 2300 その他物品

アオキテクノ（株） 滋賀県守山市金森町917番地 2300 その他物品

（株）アズマ 滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 2300 その他物品

（株）アダムスセキュリティ 滋賀県草津市草津３丁目13-47 2300 その他物品

（株）エイカー 滋賀県草津市岡本町228番地1 2300 その他物品

（有）エムテクノ 滋賀県湖南市岩根中央三丁目58番地 2300 その他物品

（株）大森商会 滋賀県甲賀市土山町北土山536番地 2300 その他物品

奥山防災（株） 滋賀県彦根市平田町185 2300 その他物品

関西産業（株） 滋賀県彦根市南川瀬町1666番地 2300 その他物品

（株）キャムズ 滋賀県栗東市六地蔵709-3 2300 その他物品

（株）京津商会 滋賀県彦根市正法寺町２３５－１ 2300 その他物品

（有）五大商事 滋賀県彦根市小泉町93番地の4 2300 その他物品

サンクリーン滋賀（株） 滋賀県長浜市元浜町31番7号 2300 その他物品

（有）しがエレテック 滋賀県野洲市小篠原386-6 2300 その他物品

大喜産業（株） 滋賀県守山市十二里町250番地の5 2300 その他物品

夏原工業（株） EP事業本部　環境サービス事業部 滋賀県彦根市高宮町2688-1 2300 その他物品

（株）ナユタ 滋賀県彦根市大藪町3072番地 2300 その他物品

西村商店 滋賀県彦根市松原町１７５０番地７ 2300 その他物品

（株）橋本クロス 滋賀県長浜市南浜町976 2300 その他物品

ビル管財（株） 滋賀県大津市馬場一丁目16-2 2300 その他物品

（有）布施技術社 滋賀県彦根市大藪町510-31 2300 その他物品

ミドリ安全滋賀（株） 滋賀県栗東市下鈎351番地 2300 その他物品

（株）杢兵衛造船所 滋賀県大津市今堅田1丁目2-20 2300 その他物品

（株）ヤマト 滋賀県守山市今浜町2624番地142 2300 その他物品
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（株）ライフ・オン 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6 2300 その他物品

（株）らぴっぴ 滋賀県草津市野路一丁目12番11号 2300 その他物品

ロマン楽器（株） 滋賀県草津市南草津五丁目３－３ 2300 その他物品

（有）アイケン 滋賀県愛知郡愛荘町島川1159番地 2400 役務（清掃）

（株）アクス 滋賀県大津市枝四丁目字百谷746番5 2400 役務（清掃）

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目6番11号 2400 役務（清掃）

（株）近江美研 滋賀県野洲市上屋123番地 2400 役務（清掃）

近江ビルメンテナンス 滋賀県彦根市広野町7番地 2400 役務（清掃）

（株）カムスコーポレーション 滋賀県蒲生郡日野町松尾１丁目５８番地 2400 役務（清掃）

（株）関西シーケンス管理 滋賀県大津市唐崎二丁目14-18 2400 役務（清掃）

喜多嘉和（株） 滋賀県彦根市古沢町685 2400 役務（清掃）

喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 2400 役務（清掃）

（株）クリーンサポート 滋賀県栗東市小野1014 2400 役務（清掃）

（株）コテラ 滋賀県彦根市原町368番地１ 2400 役務（清掃）

滋賀中央森林組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 2400 役務（清掃）

（株）新洲 滋賀県栗東市安養寺一丁目1番24号 2400 役務（清掃）

（株）信和美 滋賀県守山市古高町250番地10 2400 役務（清掃）

大五産業（株） 滋賀県草津市若竹町9番24号 2400 役務（清掃）

（株）タケノウチ 滋賀県大津市大石中六丁目2-20 2400 役務（清掃）

（株）テクノス総合メンテナンスサービス 滋賀県草津市若竹町8番38号 2400 役務（清掃）

東洋建設（株） 滋賀県大津市馬場三丁目1番20号 2400 役務（清掃）

（株）ナショナルメンテナンス 滋賀県彦根市犬方町790番地 2400 役務（清掃）

（株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地 2400 役務（清掃）

西村造園土木（株） 滋賀県甲賀市水口町泉1433-1 2400 役務（清掃）

日本メンテナンス（株） 滋賀県草津市南笠東２丁目５番１４号 2400 役務（清掃）

（株）パーパス 滋賀県大津市南郷四丁目2番16号 2400 役務（清掃）

（株）光ビルサービス 滋賀県草津市矢橋町593番地の1 2400 役務（清掃）

ビューティ・サポート（株） 第２営業所 滋賀県彦根市岡町１０３－２ 2400 役務（清掃）

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 2400 役務（清掃）

ビル管財（株） 滋賀県大津市馬場一丁目16-2 2400 役務（清掃）

（株）ヒロセ 滋賀県蒲生郡日野町松尾960番地の1 2400 役務（清掃）

（株）メンテナンスセンター 滋賀県栗東市川辺513-1 2400 役務（清掃）

（株）ヤマト 滋賀県守山市今浜町2624番地142 2400 役務（清掃）

栗東総合産業（株） 滋賀県栗東市十里244番地 2400 役務（清掃）

（株）アダムスセキュリティ 滋賀県草津市草津３丁目13-47 2500 役務（警備）

（株）カムスコーポレーション 滋賀県蒲生郡日野町松尾１丁目５８番地 2500 役務（警備）

（株）大進 滋賀県近江八幡市中村町2番地の4 2500 役務（警備）

（株）テクノス総合メンテナンスサービス 滋賀県草津市若竹町8番38号 2500 役務（警備）

（株）ナショナルメンテナンス 滋賀県彦根市犬方町790番地 2500 役務（警備）

（株）光ビルサービス 滋賀県草津市矢橋町593番地の1 2500 役務（警備）

（有）富綜 滋賀県守山市阿村町207番地 2500 役務（警備）

（株）メンテナンスセンター 滋賀県栗東市川辺513-1 2500 役務（警備）

近江ビルメンテナンス 滋賀県彦根市広野町7番地 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）カムスコーポレーション 滋賀県蒲生郡日野町松尾１丁目５８番地 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）関西シーケンス管理 滋賀県大津市唐崎二丁目14-18 2600 役務（消毒・害虫駆除）
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（有）サニター 滋賀県草津市若竹町10番15号 2600 役務（消毒・害虫駆除）

サンクリーン滋賀（株） 滋賀県長浜市元浜町31番7号 2600 役務（消毒・害虫駆除）

滋賀環境衛生（株） 滋賀県野洲市妙光寺327番地1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

滋賀中央森林組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）信和美 滋賀県守山市古高町250番地10 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）テクノス総合メンテナンスサービス 滋賀県草津市若竹町8番38号 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）ナショナルメンテナンス 滋賀県彦根市犬方町790番地 2600 役務（消毒・害虫駆除）

西村造園土木（株） 滋賀県甲賀市水口町泉1433-1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

日本メンテナンス（株） 滋賀県草津市南笠東２丁目５番１４号 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）パーパス 滋賀県大津市南郷四丁目2番16号 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）メンテナンスセンター 滋賀県栗東市川辺513-1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

アークス（株） 滋賀県米原市堂谷1257番地 2700 役務（保守管理）

（有）アイケン 滋賀県愛知郡愛荘町島川1159番地 2700 役務（保守管理）

アオキテクノ（株） 滋賀県守山市金森町917番地 2700 役務（保守管理）

（株）エステック 滋賀県草津市野路東五丁目11-31 2700 役務（保守管理）

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目6番11号 2700 役務（保守管理）

ＭＭＫＷｏｒｋｅｒｓ 滋賀県彦根市安食中町167-1 2700 役務（保守管理）

近江ビルメンテナンス 滋賀県彦根市広野町7番地 2700 役務（保守管理）

（有）オーミ交安施設 滋賀県大津市鏡が浜6番23号 2700 役務（保守管理）

（株）大森商会 滋賀県甲賀市土山町北土山536番地 2700 役務（保守管理）

奥山防災（株） 滋賀県彦根市平田町185 2700 役務（保守管理）

河口電気工業（株） 滋賀県彦根市高宮町1739-1 2700 役務（保守管理）

環境創研（株） 滋賀県栗東市小柿9丁目3番26号 2700 役務（保守管理）

（株）関西シーケンス管理 滋賀県大津市唐崎二丁目14-18 2700 役務（保守管理）

喜多嘉和（株） 滋賀県彦根市古沢町685 2700 役務（保守管理）

キノンビクス（株） 滋賀県栗東市高野577番地1 2700 役務（保守管理）

（有）共和機電 滋賀県彦根市西今町1051番地の22 2700 役務（保守管理）

特定非営利活動法人　きれいなおうみを作ろうの会 滋賀県守山市小島町1024番地２ 2700 役務（保守管理）

国友工業（株） 滋賀県長浜市神照町938番地 2700 役務（保守管理）

ケイエンジニアリング（株） 滋賀県大津市大萱六丁目5-12 2700 役務（保守管理）

（株）京津商会 滋賀県彦根市正法寺町２３５－１ 2700 役務（保守管理）

（有）しがエレテック 滋賀県野洲市小篠原386-6 2700 役務（保守管理）

滋賀カーバイド（株） 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1485番地 2700 役務（保守管理）

（株）シガコアレス 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子279 2700 役務（保守管理）

滋賀工業（株） 滋賀県長浜市大辰巳町33 2700 役務（保守管理）

（株）滋賀商事 滋賀県長浜市新旭町151番地 2700 役務（保守管理）

滋賀大和電設工業（株） 滋賀県草津市草津2丁目12-25 2700 役務（保守管理）

（株）滋賀ポンプ 滋賀県長浜市下之郷町709番地 2700 役務（保守管理）

進々堂商光（株） 滋賀県彦根市小泉町19-10 2700 役務（保守管理）

（株）信和美 滋賀県守山市古高町250番地10 2700 役務（保守管理）

スターエンジサービス（株） 滋賀県守山市二町町198-1 2700 役務（保守管理）

（株）セイコーエリクトリック 滋賀県栗東市伊勢落633-7 2700 役務（保守管理）

大喜産業（株） 滋賀県守山市十二里町250番地の5 2700 役務（保守管理）

大晶電気（株） 滋賀県甲賀市水口町杣中117 2700 役務（保守管理）

太陽技建（株） 滋賀県長浜市山階町455番地32 2700 役務（保守管理）
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ティーエムエルデ（株） 滋賀県長浜市細江町864番地4 2700 役務（保守管理）

（株）テクノス総合メンテナンスサービス 滋賀県草津市若竹町8番38号 2700 役務（保守管理）

東洋建設（株） 滋賀県大津市馬場三丁目1番20号 2700 役務（保守管理）

（株）ナショナルメンテナンス 滋賀県彦根市犬方町790番地 2700 役務（保守管理）

（株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地 2700 役務（保守管理）

（株）パーパス 滋賀県大津市南郷四丁目2番16号 2700 役務（保守管理）

（株）ハイドロテック 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 2700 役務（保守管理）

（株）光ビルサービス 滋賀県草津市矢橋町593番地の1 2700 役務（保守管理）

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 2700 役務（保守管理）

ビル管財（株） 滋賀県大津市馬場一丁目16-2 2700 役務（保守管理）

（有）マキノ製作所 滋賀県高島市マキノ町西浜1008-1 2700 役務（保守管理）

（株）メンテナンスセンター 滋賀県栗東市川辺513-1 2700 役務（保守管理）

山川産業（株） 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外字前ノ池157 2700 役務（保守管理）

（株）ヤマト 滋賀県守山市今浜町2624番地142 2700 役務（保守管理）

（株）ライフ 滋賀県米原市高溝236番地8 2700 役務（保守管理）

光和商事 滋賀県犬上郡多賀町多賀441 2800 役務（クリーニング）

（株）シガドライウィザース 滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 2800 役務（クリーニング）

（株）ニシザキ 滋賀県犬上郡多賀町土田480番地 2800 役務（クリーニング）

（有）アイケン 滋賀県愛知郡愛荘町島川1159番地 2900 役務（廃棄物処理）

（株）アクス 滋賀県大津市枝四丁目字百谷746番5 2900 役務（廃棄物処理）

（株）環境技研アクア 滋賀県近江八幡市堀上町208番地7 2900 役務（廃棄物処理）

喜多嘉和（株） 滋賀県彦根市古沢町685 2900 役務（廃棄物処理）

喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 2900 役務（廃棄物処理）

クリーンワーク（株） 滋賀県犬上郡甲良町大字在士683番地2 2900 役務（廃棄物処理）

（株）成功産業 滋賀県彦根市野田山町833番地2 2900 役務（廃棄物処理）

大五産業（株） 滋賀県草津市若竹町9番24号 2900 役務（廃棄物処理）

（株）タケノウチ 滋賀県大津市大石中六丁目2-20 2900 役務（廃棄物処理）

中央環境サービス（株） 滋賀県犬上郡甲良町大字池寺1941 2900 役務（廃棄物処理）

東洋建設（株） 滋賀県大津市馬場三丁目1番20号 2900 役務（廃棄物処理）

（有）日映興業 滋賀県愛知郡愛荘町川久保100番地1 2900 役務（廃棄物処理）

（株）ヒロセ 滋賀県蒲生郡日野町松尾960番地の1 2900 役務（廃棄物処理）

（株）三峰環境サービス 滋賀県湖南市三雲36番地2 2900 役務（廃棄物処理）

（株）水口テクノス 滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18 2900 役務（廃棄物処理）

（株）メディカルウェイストシステム 滋賀県栗東市手原3丁目10番11号 2900 役務（廃棄物処理）

近江タクシー（株） 湖東営業所 滋賀県近江八幡市上田町84-3 3000 役務（運搬業務）

（株）草津倉庫 滋賀県草津市大路一丁目13番21号 3000 役務（運搬業務）

（有）Ｋカンパニー 滋賀県大津市月輪3丁目8番8号 3000 役務（運搬業務）

湖国バス（株） 滋賀県彦根市駅東町１５番１ 3000 役務（運搬業務）

（有）サントラベルサービス 滋賀県彦根市後三条町625番地3 3000 役務（運搬業務）

滋賀運送（株） 滋賀県甲賀市水口町名坂８４０番地 3000 役務（運搬業務）

滋賀センコー運輸整備（株） 滋賀県草津市穴村町79番地の22F 3000 役務（運搬業務）

滋賀タクシー（株） 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市千僧供町633-1 3000 役務（運搬業務）

滋賀中央観光バス（株） 滋賀県長浜市醍醐町291番地1 3000 役務（運搬業務）

彦根観光バス（株） 滋賀県彦根市稲里町619番地の5 3000 役務（運搬業務）

琵琶観光バス（株） 滋賀県長浜市永久寺町820 3000 役務（運搬業務）
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アインズ（株） 本社営業　 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3 3100 役務（情報処理）

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目6番11号 3100 役務（情報処理）

（株）カンプリ近江 滋賀県近江八幡市出町763 3100 役務（情報処理）

（有）ゼネラルソフトウェア 滋賀県大津市浜大津3丁目7-17タニケンビル3F 3100 役務（情報処理）

（株）ＤＧインデックス 滋賀県守山市勝部3丁目13-15 3100 役務（情報処理）

（株）ナユタ 滋賀県彦根市大藪町3072番地 3100 役務（情報処理）

日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西23番地 3100 役務（情報処理）

（株）ハイドロテック 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 3100 役務（情報処理）

（株）風雅 滋賀県守山市梅田町１０－３ 3100 役務（情報処理）

（有）布施技術社 滋賀県彦根市大藪町510-31 3100 役務（情報処理）

（株）マンアップ 滋賀県大津市京町四丁目５番２３号フォレスト京町ビル５Ｆ 3100 役務（情報処理）

（有）アイケン 滋賀県愛知郡愛荘町島川1159番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アズマ 滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アセッツ滋賀 滋賀県大津市におの浜三丁目3番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目6番11号 3200 役務（検査・分析・調査）

（有）オーミ交安施設 滋賀県大津市鏡が浜6番23号 3200 役務（検査・分析・調査）

環境創研（株） 滋賀県栗東市小柿9丁目3番26号 3200 役務（検査・分析・調査）

喜多嘉和（株） 滋賀県彦根市古沢町685 3200 役務（検査・分析・調査）

喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）近畿分析センター 滋賀県大津市別保一丁目15番４号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）しがぎん経済文化センター 滋賀県大津市浜町1番38号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）新洲 滋賀県栗東市安養寺一丁目1番24号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）成建 滋賀県米原市柏原3471-1 3200 役務（検査・分析・調査）

第一設計監理（株） 滋賀県湖南市中央一丁目6番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）テクノサイエンス 滋賀県守山市水保町2477番地 3200 役務（検査・分析・調査）

寺村書店 滋賀県彦根市松原1丁目4-9 3200 役務（検査・分析・調査）

夏原工業（株） EP事業本部　環境サービス事業部 滋賀県彦根市高宮町2688-1 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地 3200 役務（検査・分析・調査）

日本生活サービス 滋賀県甲賀市甲南町宝木7番地2 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）農楽 滋賀県甲賀市土山町北土山712-4 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ヒロセ 滋賀県蒲生郡日野町松尾960番地の1 3200 役務（検査・分析・調査）

アインズ（株） 本社営業　 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3 3300 役務（イベント・企画）

（株）アダムスグループ 滋賀県草津市草津三丁目13番47号 3300 役務（イベント・企画）

（有）ウエスト 滋賀県近江八幡市鷹飼町南1丁目3-11 3300 役務（イベント・企画）

（株）カワシマ 滋賀県甲賀市水口町宇川1307番地42 3300 役務（イベント・企画）

（株）清友商会 滋賀県彦根市安清町3-27 3300 役務（イベント・企画）

特定非営利活動法人　きれいなおうみを作ろうの会 滋賀県守山市小島町1024番地２ 3300 役務（イベント・企画）

（株）虹映社 滋賀県草津市平井四丁目五番五号 3300 役務（イベント・企画）

（株）しがぎん経済文化センター 滋賀県大津市浜町1番38号 3300 役務（イベント・企画）

滋賀建機（株） 滋賀県愛知郡愛荘町中宿160番地1 3300 役務（イベント・企画）

（一社）滋賀県自転車競技連盟 滋賀県守山市播磨田町773番地6 3300 役務（イベント・企画）

滋賀センコー運輸整備（株） 滋賀県草津市穴村町79番地の22F 3300 役務（イベント・企画）

（有）ゼネラルソフトウェア 滋賀県大津市浜大津3丁目7-17タニケンビル3F 3300 役務（イベント・企画）

（株）ＤＧインデックス 滋賀県守山市勝部3丁目13-15 3300 役務（イベント・企画）
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日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西23番地 3300 役務（イベント・企画）

（株）農楽 滋賀県甲賀市土山町北土山712-4 3300 役務（イベント・企画）

びわ湖芸能 滋賀県彦根市日夏町1776-57 3300 役務（イベント・企画）

びわ湖放送（株） 滋賀県大津市鶴の里16-1 3300 役務（イベント・企画）

（株）プロフリー 滋賀県栗東市川辺104-3 3300 役務（イベント・企画）

（株）ＨＯＮＫＩ 滋賀県大津市浜大津4-1-15浜大津SSビル4階 3300 役務（イベント・企画）

（株）本庄 滋賀県大津市大萱三丁目4番14号 3300 役務（イベント・企画）

松山産業（株） 滋賀県甲賀市土山町北土山1700番地 3300 役務（イベント・企画）

（株）ヤマプラ 滋賀県近江八幡市桜宮町294番地YP1 3300 役務（イベント・企画）

（株）ライフ・オン 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6 3300 役務（イベント・企画）

（株）レイヤマクチ 滋賀県野洲市三上1222-1 3300 役務（イベント・企画）

（有）ＬＯＳｗｅｌｌ 滋賀県大津市比叡平3丁目53番19号 3300 役務（イベント・企画）

（株）いずみ二一 滋賀県草津市大路三丁目5番64号 3400 役務（研修・講習）

特定非営利活動法人　きれいなおうみを作ろうの会 滋賀県守山市小島町1024番地２ 3400 役務（研修・講習）

（株）しがぎん経済文化センター 滋賀県大津市浜町1番38号 3400 役務（研修・講習）

（一社）滋賀県自転車競技連盟 滋賀県守山市播磨田町773番地6 3400 役務（研修・講習）

ＮＰＯ法人滋賀ロジカルキッズネットワーク 滋賀県守山市浮気町300-15グランドメゾン守山115号室 3400 役務（研修・講習）

（株）ＤＧインデックス 滋賀県守山市勝部3丁目13-15 3400 役務（研修・講習）

（有）とーく 滋賀県大津市皇子が丘三丁目1番6-803号 3400 役務（研修・講習）

（株）農楽 滋賀県甲賀市土山町北土山712-4 3400 役務（研修・講習）

（株）ＨＯＮＫＩ 滋賀県大津市浜大津4-1-15浜大津SSビル4階 3400 役務（研修・講習）

アーネスト（株） 滋賀県甲賀市水口町東名坂303番地 3500 役務（人材派遣）

滋賀運送（株） 滋賀県甲賀市水口町名坂８４０番地 3500 役務（人材派遣）

びわ湖放送（株） 滋賀県大津市鶴の里16-1 3500 役務（人材派遣）

（株）ホットスタッフ滋賀 滋賀県栗東市手原五丁目6番19号 3500 役務（人材派遣）

（株）マンアップ 滋賀県大津市京町四丁目５番２３号フォレスト京町ビル５Ｆ 3500 役務（人材派遣）

（有）ＬＯＳｗｅｌｌ 滋賀県大津市比叡平3丁目53番19号 3500 役務（人材派遣）

近江ユニキャリア販売（株） 滋賀県近江八幡市上田町84-7 3600 役務（リース・レンタル）

（株）カワシマ 滋賀県甲賀市水口町宇川1307番地42 3600 役務（リース・レンタル）

（株）川嶋機械 滋賀県守山市播磨田町93番地の2 3600 役務（リース・レンタル）

（株）清友商会 滋賀県彦根市安清町3-27 3600 役務（リース・レンタル）

光和商事 滋賀県犬上郡多賀町多賀441 3600 役務（リース・レンタル）

佐伯重機工業（株） 滋賀県犬上郡豊郷町安食南701番地 3600 役務（リース・レンタル）

滋賀建機（株） 滋賀県愛知郡愛荘町中宿160番地1 3600 役務（リース・レンタル）

滋賀コープサービス（株） 滋賀県大津市におの浜三丁目1の9 3600 役務（リース・レンタル）

（株）シガドライウィザース 滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 3600 役務（リース・レンタル）

（有）正野博文堂 滋賀県蒲生郡日野町松尾二丁目26番地 3600 役務（リース・レンタル）

進々堂商光（株） 滋賀県彦根市小泉町19-10 3600 役務（リース・レンタル）

大喜産業（株） 滋賀県守山市十二里町250番地の5 3600 役務（リース・レンタル）

大五産業（株） 滋賀県草津市若竹町9番24号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ナユタ 滋賀県彦根市大藪町3072番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ニシザキ 滋賀県犬上郡多賀町土田480番地 3600 役務（リース・レンタル）

日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西23番地 3600 役務（リース・レンタル）

びわ湖芸能 滋賀県彦根市日夏町1776-57 3600 役務（リース・レンタル）

（株）本庄 滋賀県大津市大萱三丁目4番14号 3600 役務（リース・レンタル）
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松井産業（株） 滋賀県草津市東矢倉1丁目8番22号 3600 役務（リース・レンタル）

松山産業（株） 滋賀県甲賀市土山町北土山1700番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）レイヤマクチ 滋賀県野洲市三上1222-1 3600 役務（リース・レンタル）

（有）ＬＯＳｗｅｌｌ 滋賀県大津市比叡平3丁目53番19号 3600 役務（リース・レンタル）

（一財）近畿健康管理センター 滋賀事業部 滋賀県栗東市小野501-1 3700 役務（医療福祉）

（公財）滋賀県健康づくり財団 滋賀県大津市御殿浜6番28号 3700 役務（医療福祉）

滋賀県厚生農業協同組合連合会 滋賀県大津市松本一丁目2番20号 3700 役務（医療福祉）

（一財）滋賀保健研究センター 滋賀県野洲市永原上町664番地 3700 役務（医療福祉）

（株）伊関商会 滋賀県彦根市肥田町377 3800 役務（車両整備）

近江ユニキャリア販売（株） 滋賀県近江八幡市上田町84-7 3800 役務（車両整備）

佐伯重機工業（株） 滋賀県犬上郡豊郷町安食南701番地 3800 役務（車両整備）

滋賀建機（株） 滋賀県愛知郡愛荘町中宿160番地1 3800 役務（車両整備）

滋賀日野自動車（株） 彦根支店 滋賀県彦根市安食中町三反田300-2 3800 役務（車両整備）

喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 3900 役務（資源回収）

（株）成功産業 滋賀県彦根市野田山町833番地2 3900 役務（資源回収）

（株）ヒロセ 滋賀県蒲生郡日野町松尾960番地の1 3900 役務（資源回収）

（株）メディカルウェイストシステム 滋賀県栗東市手原3丁目10番11号 3900 役務（資源回収）

（株）アセッツ滋賀 滋賀県大津市におの浜三丁目3番1号 4000 役務（その他）

（株）いずみ二一 滋賀県草津市大路三丁目5番64号 4000 役務（その他）

（株）エイカー 滋賀県草津市岡本町228番地1 4000 役務（その他）

エスピーワン（株） 滋賀県栗東市川辺104-3 4000 役務（その他）

（株）カムスコーポレーション 滋賀県蒲生郡日野町松尾１丁目５８番地 4000 役務（その他）

関西産業（株） 滋賀県彦根市南川瀬町1666番地 4000 役務（その他）

（株）草津倉庫 滋賀県草津市大路一丁目13番21号 4000 役務（その他）

サンライズ出版（株） 滋賀県彦根市鳥居本町655番地の1 4000 役務（その他）

ＮＰＯ法人滋賀ロジカルキッズネットワーク 滋賀県守山市浮気町300-15グランドメゾン守山115号室 4000 役務（その他）

第一設計監理（株） 滋賀県湖南市中央一丁目6番地 4000 役務（その他）

ティーエムエルデ（株） 滋賀県長浜市細江町864番地4 4000 役務（その他）

（有）とーく 滋賀県大津市皇子が丘三丁目1番6-803号 4000 役務（その他）

（株）光ビルサービス 滋賀県草津市矢橋町593番地の1 4000 役務（その他）

びわこ東部森林組合 滋賀県犬上郡多賀町多賀246番地 4000 役務（その他）

（有）布施技術社 滋賀県彦根市大藪町510-31 4000 役務（その他）

（株）ＨＯＮＫＩ 滋賀県大津市浜大津4-1-15浜大津SSビル4階 4000 役務（その他）

（株）マンアップ 滋賀県大津市京町四丁目５番２３号フォレスト京町ビル５Ｆ 4000 役務（その他）

（株）水口テクノス 滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18 4000 役務（その他）

（株）メディック 滋賀県野洲市冨波乙592番地 4000 役務（その他）

（株）杢兵衛造船所 滋賀県大津市今堅田1丁目2-20 4000 役務（その他）

山川産業（株） 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外字前ノ池157 4000 役務（その他）

（株）ヤマト 滋賀県守山市今浜町2624番地142 4000 役務（その他）
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（株）大塚商会 滋賀営業所 滋賀県草津市大路1-15-5ネオフィス草津 0100 事務用品

（株）関西こどものとも社 滋賀営業所 滋賀県大津市別保1-15-4増田ビル1A 0100 事務用品

（株）クマヒラ 大津営業所 滋賀県大津市中央3-2-1セザール大津森田ビル 0100 事務用品

佐川印刷（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市小柿８丁目1-3 0100 事務用品

（株）スイタ情報システム 彦根営業所 滋賀県彦根市京町3-4-56 0100 事務用品

（株）ディエスジャパン 滋賀店 滋賀県栗東市辻409-1-2 0100 事務用品

デュプロ（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市北中小路421-1 0100 事務用品

トーテックビジネスサポート（株） 京滋営業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 0100 事務用品

富士電機ＩＴソリューション（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央４－５－３３ 0100 事務用品

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 京都支社　滋賀営業所 滋賀県大津市逢坂１丁目１番１号 0100 事務用品

（株）三井田商事 滋賀営業所 滋賀県草津市南草津2丁目7番16 0100 事務用品

（株）ヤマダデンキ 草津栗東営業所 滋賀県栗東市小柿8-8-14 0100 事務用品

リコージャパン（株） マーケティング本部　滋賀支社　滋賀ＢＰ営業部 滋賀県草津市野村８丁目１－５ 0100 事務用品

ＮＥＣフィールディング（株） 大津営業所 滋賀県大津市中央四丁目５番４号 0200 コンピュータ

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 滋賀ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部 滋賀県大津市浜大津1-1-26 0200 コンピュータ

（株）大塚商会 滋賀営業所 滋賀県草津市大路1-15-5ネオフィス草津 0200 コンピュータ

（株）カナデン 京滋支店 滋賀県大津市中央３丁目１ｰ８大津第一生命ビルディング 0200 コンピュータ

キステム（株） 彦根営業所　 滋賀県彦根市佐和町11番地30号アイシービル 0200 コンピュータ

キヤノンメディカルシステムズ（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目1番8号大津第一生命ビルディング３階 0200 コンピュータ

協和テクノロジィズ（株） 滋賀事業所 滋賀県草津市若竹町8番4号 0200 コンピュータ

佐川印刷（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市小柿８丁目1-3 0200 コンピュータ

（株）スイタ情報システム 彦根営業所 滋賀県彦根市京町3-4-56 0200 コンピュータ

（株）ゼンリン 滋賀営業所 滋賀県草津市矢倉2丁目4番29号 0200 コンピュータ

大和電設工業（株） 滋賀支店 滋賀県草津市草津二丁目12番25号 0200 コンピュータ

（株）たけびし 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町4番４ 0200 コンピュータ

（株）ＴＡＳ 滋賀営業所 滋賀県栗東市安養寺6-1-44エフアイビル1B 0200 コンピュータ

（株）ダテ・メディカルサービス 滋賀支店 滋賀県草津市草津町1890-2 0200 コンピュータ

（株）ディエスジャパン 滋賀店 滋賀県栗東市辻409-1-2 0200 コンピュータ

デュプロ（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市北中小路421-1 0200 コンピュータ

トーテックアメニティ（株） 京滋事業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 0200 コンピュータ

トーテックビジネスサポート（株） 京滋営業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 0200 コンピュータ

西日本電信電話（株） 滋賀支店 滋賀県大津市浜大津一丁目1番26号 0200 コンピュータ

日本電気（株） 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号滋賀ビル８階 0200 コンピュータ

（株）パスコ 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号 0200 コンピュータ

富士電機ＩＴソリューション（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央４－５－３３ 0200 コンピュータ

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 京都支社　滋賀営業所 滋賀県大津市逢坂１丁目１番１号 0200 コンピュータ

（株）ほくつう 関西支店 滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号 0200 コンピュータ

（株）三井田商事 滋賀営業所 滋賀県草津市南草津2丁目7番16 0200 コンピュータ

（株）メディコムエイド 滋賀営業所 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビル6F 0200 コンピュータ

（株）メディセオ 滋賀病院支店 滋賀県栗東市手原8-88-1 0200 コンピュータ

（株）ヤマダデンキ 草津栗東営業所 滋賀県栗東市小柿8-8-14 0200 コンピュータ

リコージャパン（株） マーケティング本部　滋賀支社　滋賀ＢＰ営業部 滋賀県草津市野村８丁目１－５ 0200 コンピュータ

朝日航洋（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目1番8号 0300 印刷

アジア航測（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市梅林1丁目3番25号1st森田ビル7F 0300 印刷

エイチ・エス写真技術（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市大島町31番地 0300 印刷

県内に営業所を有する者
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（株）エイテック 滋賀営業所 滋賀県大津市松陽4-3-3 0300 印刷

（株）かんこう 滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町４番７号アネックスＫ203 0300 印刷

（株）キクチコンサルタント 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町1-3吉岡ビル4-10 0300 印刷

（株）京都イングス 滋賀営業所 滋賀県大津市別保2-9-11 0300 印刷

国際航業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜二丁目１番４８号におの浜森田ビル３ 0300 印刷

佐川印刷（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市小柿８丁目1-3 0300 印刷

サンメッセ（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市小泉町300番地21マスダビル１階 0300 印刷

写測エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市長曽根南町442アドニス・ベルロード106号室 0300 印刷

（株）ゼンリン 滋賀営業所 滋賀県草津市矢倉2丁目4番29号 0300 印刷

玉野総合コンサルタント（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 0300 印刷

（株）中日アド企画 滋賀営業所 滋賀県彦根市大東町2-30オフィスエスタシオン彦根202 0300 印刷

東海図版（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市京町4-5-23フォレスト京町ビル5F 0300 印刷

トーテックビジネスサポート（株） 京滋営業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 0300 印刷

内外エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町4-15角三ビル 0300 印刷

（株）日建技術コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県大津市長等2丁目6-5リエス浜大津 0300 印刷

（株）パスコ 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号 0300 印刷

エイチ・エス写真技術（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市大島町31番地 0400 写真

（株）ヤマダデンキ 草津栗東営業所 滋賀県栗東市小柿8-8-14 0400 写真

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 滋賀ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部 滋賀県大津市浜大津1-1-26 0500 教材・教具

（株）河合楽器製作所 草津店 滋賀県草津市大路１丁目１－１ガーデンシティ草津3階 0500 教材・教具

（株）関西こどものとも社 滋賀営業所 滋賀県大津市別保1-15-4増田ビル1A 0500 教材・教具

（有）京洛チャイルド社 滋賀店 滋賀県大津市八屋戸669番地 0500 教材・教具

（株）ジャクエツ 大津店 滋賀県大津市打出浜３－３３ 0500 教材・教具

（株）ジャノメ 大津支店 滋賀県大津市中央1丁目8-11 0500 教材・教具

（株）十字屋 草津営業所 滋賀県草津市西渋川1丁目23番23号 0500 教材・教具

（有）光商店 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市西本郷町東8-6 0500 教材・教具

佐川印刷（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市小柿８丁目1-3 0600 広告

サンメッセ（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市小泉町300番地21マスダビル１階 0600 広告

ＴＳＰ太陽（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市大萱７丁目１８－７ 0600 広告

東海図版（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市京町4-5-23フォレスト京町ビル5F 0600 広告

（株）保安企画 彦根営業所 滋賀県彦根市大東町5番12号 0600 広告

（株）アテスト 滋賀営業所 滋賀県栗東市小柿6-9-2 0700 薬品・医療用機器

アルフレッサ（株） 滋賀第二支店 滋賀県栗東市野尻604番地 0700 薬品・医療用機器

（株）アルボース 京滋営業所 滋賀県湖南市高松町8-1 0700 薬品・医療用機器

イザヤビジネスツールズ（株）  滋賀県大津市山百合の丘17番地 0700 薬品・医療用機器

石黒メディカルシステム（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部6丁目4番36号 0700 薬品・医療用機器

宇野酸素（株） 名神営業所 滋賀県栗東市辻599-1 0700 薬品・医療用機器

音伍繊維工業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市北大路一丁目17-23 0700 薬品・医療用機器

キヤノンメディカルシステムズ（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目1番8号大津第一生命ビルディング３階 0700 薬品・医療用機器

京都帝酸（株） 滋賀事業所 滋賀県栗東市出庭487番地 0700 薬品・医療用機器

京都和光純薬（株） 滋賀営業所 滋賀県守山市阿村町流２１２番地４ 0700 薬品・医療用機器

（株）近畿予防医学研究所 彦根営業所 滋賀県彦根市小泉町138番1 0700 薬品・医療用機器

（株）ケーエスケー 近江八幡支店 滋賀県近江八幡市中村町20番9号 0700 薬品・医療用機器

光洋（株） 京滋営業所 滋賀県草津市草津3丁目14番44号木村ビル 0700 薬品・医療用機器

（株）三笑堂 滋賀支店 滋賀県栗東市手原1丁目5番36号 0700 薬品・医療用機器
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（株）スズケン 彦根支店 滋賀県彦根市小泉町865-1 0700 薬品・医療用機器

綜合警備保障（株） 滋賀支社 滋賀県大津市本宮二丁目37番4号 0700 薬品・医療用機器

（株）ダテ・メディカルサービス 滋賀支店 滋賀県草津市草津町1890-2 0700 薬品・医療用機器

（株）ディエスジャパン 滋賀店 滋賀県栗東市辻409-1-2 0700 薬品・医療用機器

東西化学産業（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番地66 0700 薬品・医療用機器

東和薬品（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市綣一丁目3-13 0700 薬品・医療用機器

中北薬品（株） 長浜支店 滋賀県長浜市八幡中山町723番地 0700 薬品・医療用機器

日本メンテナスエンジニヤリング（株） 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８番地７ 0700 薬品・医療用機器

フクダ電子京滋販売（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市大橋4-6-40 0700 薬品・医療用機器

フクダライフテック京滋（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市西沼波町176番地2 0700 薬品・医療用機器

（株）別田 大津支店 滋賀県大津市本宮二丁目11番地1 0700 薬品・医療用機器

（株）増田医科器械 滋賀支店 滋賀県栗東市伊勢落７３０番地１ 0700 薬品・医療用機器

（株）メディコムエイド 滋賀営業所 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビル6F 0700 薬品・医療用機器

（株）メディセオ 滋賀病院支店 滋賀県栗東市手原8-88-1 0700 薬品・医療用機器

宇野酸素（株） 名神営業所 滋賀県栗東市辻599-1 0800 燃料類

（株）関西こどものとも社 滋賀営業所 滋賀県大津市別保1-15-4増田ビル1A 0900 図書

サンメッセ（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市小泉町300番地21マスダビル１階 0900 図書

（株）十字屋 草津営業所 滋賀県草津市西渋川1丁目23番23号 0900 図書

（株）ゼンリン 滋賀営業所 滋賀県草津市矢倉2丁目4番29号 0900 図書

（株）イマジョー 滋賀出張所 滋賀県大津市北大路2丁目23番6号 1000 被服等

音伍繊維工業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市北大路一丁目17-23 1000 被服等

小山（株） 大津営業所 滋賀県大津市大江5丁目14-20 1000 被服等

（株）ジャクエツ 大津店 滋賀県大津市打出浜３－３３ 1000 被服等

福田白衣（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市三井寺町6番23号 1000 被服等

マルギ繊維（株） 彦根支店 滋賀県彦根市平田町687番地の2 1000 被服等

大和リース（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部4丁目2番10号 1100 車両

（株）レンタルのニッケン 滋賀営業所 滋賀県彦根市大堀町字蓮町965-13 1100 車両

ロジスネクスト近畿（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎899-1 1100 車両

ＴＳＰ太陽（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市大萱７丁目１８－７ 1200 室内装飾

（有）光商店 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市西本郷町東8-6 1200 室内装飾

福田白衣（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市三井寺町6番23号 1200 室内装飾

光洋（株） 京滋営業所 滋賀県草津市草津3丁目14番44号木村ビル 1300 機械・工具

サンキン（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番77 1300 機械・工具

（株）ジャノメ 大津支店 滋賀県大津市中央1丁目8-11 1300 機械・工具

東西化学産業（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番地66 1300 機械・工具

（株）レンタルのニッケン 滋賀営業所 滋賀県彦根市大堀町字蓮町965-13 1300 機械・工具

ロジスネクスト近畿（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎899-1 1300 機械・工具

（株）アイビックス 滋賀支店 滋賀県高島市今津町中沼２丁目２番地１２ 1400 厨房

石黒メディカルシステム（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部6丁目4番36号 1400 厨房

サンキン（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番77 1400 厨房

タニコー（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市野路9丁目7番38号 1400 厨房

ホシザキ京阪（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市高宮町1411番地1号 1400 厨房

（株）マルゼン 滋賀営業所 滋賀県守山市守山6-8-37竹仁興産ビル2F 1400 厨房

（株）アルボース 京滋営業所 滋賀県湖南市高松町8-1 1500 日用雑貨

（株）イマジョー 滋賀出張所 滋賀県大津市北大路2丁目23番6号 1500 日用雑貨
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（株）関西こどものとも社 滋賀営業所 滋賀県大津市別保1-15-4増田ビル1A 1500 日用雑貨

（株）湖光 ダスキン手原支店 滋賀県栗東市手原７丁目6番28号 1500 日用雑貨

イザヤビジネスツールズ（株）  滋賀県大津市山百合の丘17番地 1700 食料品

（株）イマジョー 滋賀出張所 滋賀県大津市北大路2丁目23番6号 1700 食料品

音伍繊維工業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市北大路一丁目17-23 1700 食料品

（株）ケーエスケー 近江八幡支店 滋賀県近江八幡市中村町20番9号 1700 食料品

（株）スズケン 彦根支店 滋賀県彦根市小泉町865-1 1700 食料品

（株）アイビックス 滋賀支店 滋賀県高島市今津町中沼２丁目２番地１２ 1900 電気・通信用機器

朝日電気工業（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市宮司町76番地7 1900 電気・通信用機器

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 滋賀ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部 滋賀県大津市浜大津1-1-26 1900 電気・通信用機器

（株）カナデン 京滋支店 滋賀県大津市中央３丁目１ｰ８大津第一生命ビルディング 1900 電気・通信用機器

協和テクノロジィズ（株） 滋賀事業所 滋賀県草津市若竹町8番4号 1900 電気・通信用機器

（株）クマヒラ 大津営業所 滋賀県大津市中央3-2-1セザール大津森田ビル 1900 電気・通信用機器

光洋（株） 京滋営業所 滋賀県草津市草津3丁目14番44号木村ビル 1900 電気・通信用機器

（株）十字屋 草津営業所 滋賀県草津市西渋川1丁目23番23号 1900 電気・通信用機器

（株）城山 京滋営業所 滋賀県栗東市出庭2004-1 1900 電気・通信用機器

（株）スイタ情報システム 彦根営業所 滋賀県彦根市京町3-4-56 1900 電気・通信用機器

大和電設工業（株） 滋賀支店 滋賀県草津市草津二丁目12番25号 1900 電気・通信用機器

（株）たけびし 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町4番４ 1900 電気・通信用機器

（株）東海大阪レンタル 滋賀草津営業所 滋賀県草津市南笠東1-14-20 1900 電気・通信用機器

トーテックアメニティ（株） 京滋事業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 1900 電気・通信用機器

西日本電信電話（株） 滋賀支店 滋賀県大津市浜大津一丁目1番26号 1900 電気・通信用機器

日本電気（株） 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号滋賀ビル８階 1900 電気・通信用機器

（有）光商店 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市西本郷町東8-6 1900 電気・通信用機器

富士電機ＩＴソリューション（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央４－５－３３ 1900 電気・通信用機器

（株）ほくつう 関西支店 滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号 1900 電気・通信用機器

ホシザキ京阪（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市高宮町1411番地1号 1900 電気・通信用機器

三菱電機ビルソリューションズ（株） 関西支社　滋賀支店 滋賀県草津市矢倉2-4-23 1900 電気・通信用機器

（株）ヤマダデンキ 草津栗東営業所 滋賀県栗東市小柿8-8-14 1900 電気・通信用機器

ロジスネクスト近畿（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎899-1 1900 電気・通信用機器

（株）アテスト 滋賀営業所 滋賀県栗東市小柿6-9-2 2000 理化学機器

（株）カナデン 京滋支店 滋賀県大津市中央３丁目１ｰ８大津第一生命ビルディング 2000 理化学機器

（株）三笑堂 滋賀支店 滋賀県栗東市手原1丁目5番36号 2000 理化学機器

（株）たけびし 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町4番４ 2000 理化学機器

（株）増田医科器械 滋賀支店 滋賀県栗東市伊勢落７３０番地１ 2000 理化学機器

ケイコン（株） 滋賀営業所 滋賀県湖南市石部北3丁目2-14 2100 建設資材

サンキン（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番77 2100 建設資材

大和リース（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部4丁目2番10号 2100 建設資材

東海リース（株） 京滋営業所 滋賀県大津市浜大津1丁目2-4 2100 建設資材

（株）ナガワ 滋賀営業所 滋賀県守山市水保町字北川1228-3 2100 建設資材

ニチレキ（株） 滋賀営業所 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 2100 建設資材

（有）光商店 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市西本郷町東8-6 2100 建設資材

サンキン（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番77 2200 交通

（株）保安企画 彦根営業所 滋賀県彦根市大東町5番12号 2200 交通

朝日電気工業（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市宮司町76番地7 2300 その他物品
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（株）イマジョー 滋賀出張所 滋賀県大津市北大路2丁目23番6号 2300 その他物品

音伍繊維工業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市北大路一丁目17-23 2300 その他物品

京都帝酸（株） 滋賀事業所 滋賀県栗東市出庭487番地 2300 その他物品

国際航業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜二丁目１番４８号におの浜森田ビル３ 2300 その他物品

小山（株） 大津営業所 滋賀県大津市大江5丁目14-20 2300 その他物品

（株）城山 京滋営業所 滋賀県栗東市出庭2004-1 2300 その他物品

綜合警備保障（株） 滋賀支社 滋賀県大津市本宮二丁目37番4号 2300 その他物品

トーテックアメニティ（株） 京滋事業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 2300 その他物品

（株）ナガワ 滋賀営業所 滋賀県守山市水保町字北川1228-3 2300 その他物品

ナブコドア（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市綣一丁目18番14号 2300 その他物品

（株）ほくつう 関西支店 滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号 2300 その他物品

マルギ繊維（株） 彦根支店 滋賀県彦根市平田町687番地の2 2300 その他物品

（株）アカツキ 滋賀営業所 滋賀県大津市中央二丁目1-6ドエルコトブキ302号 2400 役務（清掃）

（株）ＮＪＳ 滋賀出張所 滋賀県甲賀市水口町新城785-58 2400 役務（清掃）

オリックス・ファシリティーズ（株） 滋賀支店 滋賀県草津市若竹町1番40号ＯＨビル草津 2400 役務（清掃）

環境テクノス（株） 滋賀支店 滋賀県大津市御幸町4-7-302 2400 役務（清掃）

（株）キクチコンサルタント 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町1-3吉岡ビル4-10 2400 役務（清掃）

（株）三水コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県守山市大林町279 2400 役務（清掃）

写測エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市長曽根南町442アドニス・ベルロード106号室 2400 役務（清掃）

（株）浄美社 滋賀西支店 滋賀県大津市比叡平二丁目16番26号 2400 役務（清掃）

（株）タクミサービス 大津営業所 滋賀県大津市中央3丁目7番7号 2400 役務（清掃）

内外エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町4-15角三ビル 2400 役務（清掃）

ナントセキュリティーサービス（株） 滋賀支店 滋賀県甲賀市水口町名坂1014-57 2400 役務（清掃）

日化メンテナンス（株） 京滋営業所 滋賀県守山市大門町330-1 2400 役務（清掃）

（株）日本インシーク 滋賀営業所 滋賀県栗東市野尻75 2400 役務（清掃）

日本管財（株） 滋賀事業所 滋賀県大津市京町3丁目5番12号第6森田ビル3階 2400 役務（清掃）

日本メンテナスエンジニヤリング（株） 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８番地７ 2400 役務（清掃）

東山管理センター（株） 滋賀支店 滋賀県大津市大江2丁目2087-1 2400 役務（清掃）

（株）アイビックス 滋賀支店 滋賀県高島市今津町中沼２丁目２番地１２ 2500 役務（警備）

（株）アカツキ 滋賀営業所 滋賀県大津市中央二丁目1-6ドエルコトブキ302号 2500 役務（警備）

（株）オーイング 甲賀湖南支店 滋賀県湖南市平松北2丁目3番地 2500 役務（警備）

オリックス・ファシリティーズ（株） 滋賀支店 滋賀県草津市若竹町1番40号ＯＨビル草津 2500 役務（警備）

（株）浄美社 滋賀西支店 滋賀県大津市比叡平二丁目16番26号 2500 役務（警備）

綜合警備保障（株） 滋賀支社 滋賀県大津市本宮二丁目37番4号 2500 役務（警備）

ナントセキュリティーサービス（株） 滋賀支店 滋賀県甲賀市水口町名坂1014-57 2500 役務（警備）

日本管財（株） 滋賀事業所 滋賀県大津市京町3丁目5番12号第6森田ビル3階 2500 役務（警備）

オリックス・ファシリティーズ（株） 滋賀支店 滋賀県草津市若竹町1番40号ＯＨビル草津 2600 役務（消毒・害虫駆除）

ナントセキュリティーサービス（株） 滋賀支店 滋賀県甲賀市水口町名坂1014-57 2600 役務（消毒・害虫駆除）

日本管財（株） 滋賀事業所 滋賀県大津市京町3丁目5番12号第6森田ビル3階 2600 役務（消毒・害虫駆除）

東山管理センター（株） 滋賀支店 滋賀県大津市大江2丁目2087-1 2600 役務（消毒・害虫駆除）

アイテック（株） 滋賀支店 滋賀県大津市島の関8番24号 2700 役務（保守管理）

朝日電気工業（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市宮司町76番地7 2700 役務（保守管理）

（株）エステム 滋賀営業所 滋賀県米原市長岡1532 2700 役務（保守管理）

オリックス・ファシリティーズ（株） 滋賀支店 滋賀県草津市若竹町1番40号ＯＨビル草津 2700 役務（保守管理）

（株）カナデン 京滋支店 滋賀県大津市中央３丁目１ｰ８大津第一生命ビルディング 2700 役務（保守管理）
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（一財）関西電気保安協会 近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市中村町28-2 2700 役務（保守管理）

（株）ＫＡＮＳＯテクノス 滋賀事業所 滋賀県大津市唐橋町19-22 2700 役務（保守管理）

キヤノンメディカルシステムズ（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目1番8号大津第一生命ビルディング３階 2700 役務（保守管理）

協和テクノロジィズ（株） 滋賀事業所 滋賀県草津市若竹町8番4号 2700 役務（保守管理）

光洋（株） 京滋営業所 滋賀県草津市草津3丁目14番44号木村ビル 2700 役務（保守管理）

三和シヤッター工業（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市西今町309-1 2700 役務（保守管理）

（株）浄美社 滋賀西支店 滋賀県大津市比叡平二丁目16番26号 2700 役務（保守管理）

（株）城山 京滋営業所 滋賀県栗東市出庭2004-1 2700 役務（保守管理）

（株）スイタ情報システム 彦根営業所 滋賀県彦根市京町3-4-56 2700 役務（保守管理）

大和電設工業（株） 滋賀支店 滋賀県草津市草津二丁目12番25号 2700 役務（保守管理）

（株）タクミサービス 大津営業所 滋賀県大津市中央3丁目7番7号 2700 役務（保守管理）

（株）ＴＡＳ 滋賀営業所 滋賀県栗東市安養寺6-1-44エフアイビル1B 2700 役務（保守管理）

（株）ダテ・メディカルサービス 滋賀支店 滋賀県草津市草津町1890-2 2700 役務（保守管理）

デュプロ（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市北中小路421-1 2700 役務（保守管理）

東西化学産業（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番地66 2700 役務（保守管理）

ナブコドア（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市綣一丁目18番14号 2700 役務（保守管理）

ナントセキュリティーサービス（株） 滋賀支店 滋賀県甲賀市水口町名坂1014-57 2700 役務（保守管理）

西日本電信電話（株） 滋賀支店 滋賀県大津市浜大津一丁目1番26号 2700 役務（保守管理）

日化メンテナンス（株） 京滋営業所 滋賀県守山市大門町330-1 2700 役務（保守管理）

日本電気（株） 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号滋賀ビル８階 2700 役務（保守管理）

日本管財（株） 滋賀事業所 滋賀県大津市京町3丁目5番12号第6森田ビル3階 2700 役務（保守管理）

日本工営（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 2700 役務（保守管理）

日本メンテナスエンジニヤリング（株） 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８番地７ 2700 役務（保守管理）

パシフィックコンサルタンツ（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市梅林一丁目4番1号 2700 役務（保守管理）

フクダ電子京滋販売（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市大橋4-6-40 2700 役務（保守管理）

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 京都支社　滋賀営業所 滋賀県大津市逢坂１丁目１番１号 2700 役務（保守管理）

文化シヤッター（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市正法寺町南出７８ 2700 役務（保守管理）

（株）ほくつう 関西支店 滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号 2700 役務（保守管理）

ホシザキ京阪（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市高宮町1411番地1号 2700 役務（保守管理）

（株）三井田商事 滋賀営業所 滋賀県草津市南草津2丁目7番16 2700 役務（保守管理）

三菱電機ビルソリューションズ（株） 関西支社　滋賀支店 滋賀県草津市矢倉2-4-23 2700 役務（保守管理）

リコージャパン（株） マーケティング本部　滋賀支社　滋賀ＢＰ営業部 滋賀県草津市野村８丁目１－５ 2700 役務（保守管理）

小山（株） 大津営業所 滋賀県大津市大江5丁目14-20 2800 役務（クリーニング）

日本通運（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市六地蔵1070番地1 2900 役務（廃棄物処理）

東山管理センター（株） 滋賀支店 滋賀県大津市大江2丁目2087-1 2900 役務（廃棄物処理）

近畿日本ツーリスト（株） 滋賀支店 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビルbillageOTSU514号 3000 役務（運搬業務）

日本通運（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市六地蔵1070番地1 3000 役務（運搬業務）

（株）日本旅行 草津支店 滋賀県草津市大路１－１０－１ 3000 役務（運搬業務）

名鉄観光サービス（株） 大津営業所 滋賀県大津市京町4-4-23アソルティ大津京町6階 3000 役務（運搬業務）

ヤマト運輸（株） 滋賀主管支店 滋賀県栗東市伊勢落720 3000 役務（運搬業務）

朝日航洋（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目1番8号 3100 役務（情報処理）

アジア航測（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市梅林1丁目3番25号1st森田ビル7F 3100 役務（情報処理）

いであ（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市馬場二丁目6番12号 3100 役務（情報処理）

（株）エイテック 滋賀営業所 滋賀県大津市松陽4-3-3 3100 役務（情報処理）

（株）ＮＪＳ 滋賀出張所 滋賀県甲賀市水口町新城785-58 3100 役務（情報処理）
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ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 滋賀ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部 滋賀県大津市浜大津1-1-26 3100 役務（情報処理）

（株）大塚商会 滋賀営業所 滋賀県草津市大路1-15-5ネオフィス草津 3100 役務（情報処理）

オリジナル設計（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市松原町12-1 3100 役務（情報処理）

（株）かんこう 滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町４番７号アネックスＫ203 3100 役務（情報処理）

（株）キクチコンサルタント 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町1-3吉岡ビル4-10 3100 役務（情報処理）

キステム（株） 彦根営業所　 滋賀県彦根市佐和町11番地30号アイシービル 3100 役務（情報処理）

（株）京都イングス 滋賀営業所 滋賀県大津市別保2-9-11 3100 役務（情報処理）

（株）建設技術研究所 滋賀事務所 滋賀県大津市中央3-2-1 3100 役務（情報処理）

国際航業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜二丁目１番４８号におの浜森田ビル３ 3100 役務（情報処理）

（株）三水コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県守山市大林町279 3100 役務（情報処理）

（株）ＣＴＩウイング 滋賀事務所 滋賀県大津市中央3-2-1 3100 役務（情報処理）

写測エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市長曽根南町442アドニス・ベルロード106号室 3100 役務（情報処理）

（株）創建 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目2番1号 3100 役務（情報処理）

（株）総合環境計画 滋賀事務所 滋賀県守山市三宅町50番22号 3100 役務（情報処理）

（株）ＴＡＳ 滋賀営業所 滋賀県栗東市安養寺6-1-44エフアイビル1B 3100 役務（情報処理）

中央復建コンサルタンツ（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央3丁目2-1セザール大津森田ビル 3100 役務（情報処理）

（株）長大 滋賀営業所 滋賀県大津市御陵町5番6号 3100 役務（情報処理）

（株）テイコク 滋賀営業所 滋賀県米原市入江281番地1 3100 役務（情報処理）

東海図版（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市京町4-5-23フォレスト京町ビル5F 3100 役務（情報処理）

東和コンサルタント（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市西矢倉三丁目6番7-3号　ｉリバービル西矢倉1F101号室 3100 役務（情報処理）

トーテックアメニティ（株） 京滋事業所 滋賀県草津市渋川1-2-15 3100 役務（情報処理）

内外エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町4-15角三ビル 3100 役務（情報処理）

西日本電信電話（株） 滋賀支店 滋賀県大津市浜大津一丁目1番26号 3100 役務（情報処理）

（株）日建技術コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県大津市長等2丁目6-5リエス浜大津 3100 役務（情報処理）

（株）日水コン 滋賀事務所 滋賀県守山市梅田町2-1セルバ守山 3100 役務（情報処理）

日本電気（株） 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号滋賀ビル８階 3100 役務（情報処理）

（株）日本インシーク 滋賀営業所 滋賀県栗東市野尻75 3100 役務（情報処理）

日本工営（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 3100 役務（情報処理）

パシフィックコンサルタンツ（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市梅林一丁目4番1号 3100 役務（情報処理）

（株）パスコ 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号 3100 役務（情報処理）

富士電機ＩＴソリューション（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央４－５－３３ 3100 役務（情報処理）

（株）保安企画 彦根営業所 滋賀県彦根市大東町5番12号 3100 役務（情報処理）

リコージャパン（株） マーケティング本部　滋賀支社　滋賀ＢＰ営業部 滋賀県草津市野村８丁目１－５ 3100 役務（情報処理）

朝日航洋（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目1番8号 3200 役務（検査・分析・調査）

アジア航測（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市梅林1丁目3番25号1st森田ビル7F 3200 役務（検査・分析・調査）

いであ（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市馬場二丁目6番12号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ウエスコ 滋賀営業所 滋賀県草津市矢橋町650-2 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エイテック 滋賀営業所 滋賀県大津市松陽4-3-3 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エイト日本技術開発 滋賀事務所 滋賀県大津市梅林1丁目15番30号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エステム 滋賀営業所 滋賀県米原市長岡1532 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ＮＪＳ 滋賀出張所 滋賀県甲賀市水口町新城785-58 3200 役務（検査・分析・調査）

オリジナル設計（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市松原町12-1 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）環境総合リサーチ 滋賀営業所 滋賀県大津市中央三丁目2番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

環境テクノス（株） 滋賀支店 滋賀県大津市御幸町4-7-302 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）かんこう 滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町４番７号アネックスＫ203 3200 役務（検査・分析・調査）
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（株）ＫＡＮＳＯテクノス 滋賀事業所 滋賀県大津市唐橋町19-22 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）キクチコンサルタント 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町1-3吉岡ビル4-10 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）吉勝重建 滋賀支店 滋賀県長浜市西上坂町147-4 3200 役務（検査・分析・調査）

近畿日本ツーリスト（株） 滋賀支店 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビルbillageOTSU514号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）近畿予防医学研究所 彦根営業所 滋賀県彦根市小泉町138番1 3200 役務（検査・分析・調査）

クリタ分析センター（株） 滋賀事業所 滋賀県草津市笠山七丁目4番52号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）建設技術研究所 滋賀事務所 滋賀県大津市中央3-2-1 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）三水コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県守山市大林町279 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）サンワコン 滋賀支店 滋賀県守山市伊勢町655番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ＣＴＩウイング 滋賀事務所 滋賀県大津市中央3-2-1 3200 役務（検査・分析・調査）

写測エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市長曽根南町442アドニス・ベルロード106号室 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）創建 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目2番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）総合環境計画 滋賀事務所 滋賀県守山市三宅町50番22号 3200 役務（検査・分析・調査）

大日本コンサルタント（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町５番27号 3200 役務（検査・分析・調査）

玉野総合コンサルタント（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）地域未来研究所 滋賀営業所 滋賀県大津市本宮二丁目41番4号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）中央クリエイト 滋賀営業所 滋賀県大津市梅林2-1-28 3200 役務（検査・分析・調査）

中央復建コンサルタンツ（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市中央3丁目2-1セザール大津森田ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）中日アド企画 滋賀営業所 滋賀県彦根市大東町2-30オフィスエスタシオン彦根202 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）中部設計 滋賀営業所 滋賀県湖南市岩根3477 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）長大 滋賀営業所 滋賀県大津市御陵町5番6号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）テイコク 滋賀営業所 滋賀県米原市入江281番地1 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）帝国データバンク 滋賀支店 滋賀県草津市大路2丁目15-37中村ビル4階 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）東京商工リサーチ 滋賀支店 滋賀県大津市末広町7番1号大津パークビル 3200 役務（検査・分析・調査）

東西化学産業（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市岡本町1000番地66 3200 役務（検査・分析・調査）

東和コンサルタント（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市西矢倉三丁目6番7-3号　ｉリバービル西矢倉1F101号室 3200 役務（検査・分析・調査）

内外エンジニアリング（株） 滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町4-15角三ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日建技術コンサルタント 滋賀事務所 滋賀県大津市長等2丁目6-5リエス浜大津 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日水コン 滋賀事務所 滋賀県守山市梅田町2-1セルバ守山 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本インシーク 滋賀営業所 滋賀県栗東市野尻75 3200 役務（検査・分析・調査）

日本工営（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 3200 役務（検査・分析・調査）

日本メンテナスエンジニヤリング（株） 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８番地７ 3200 役務（検査・分析・調査）

パシフィックコンサルタンツ（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市梅林一丁目4番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクティオ 関西支店　滋賀営業所 滋賀県栗東市辻488-1 3300 役務（イベント・企画）

エイチ・エス写真技術（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市大島町31番地 3300 役務（イベント・企画）

（株）かんこう 滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町４番７号アネックスＫ203 3300 役務（イベント・企画）

キステム（株） 彦根営業所　 滋賀県彦根市佐和町11番地30号アイシービル 3300 役務（イベント・企画）

近畿日本ツーリスト（株） 滋賀支店 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビルbillageOTSU514号 3300 役務（イベント・企画）

サンメッセ（株） 滋賀営業所 滋賀県彦根市小泉町300番地21マスダビル１階 3300 役務（イベント・企画）

（株）創建 滋賀支店 滋賀県大津市中央3丁目2番1号 3300 役務（イベント・企画）

（株）総合環境計画 滋賀事務所 滋賀県守山市三宅町50番22号 3300 役務（イベント・企画）

（株）ＴＡＳ 滋賀営業所 滋賀県栗東市安養寺6-1-44エフアイビル1B 3300 役務（イベント・企画）

（株）中日アド企画 滋賀営業所 滋賀県彦根市大東町2-30オフィスエスタシオン彦根202 3300 役務（イベント・企画）

ＴＳＰ太陽（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市大萱７丁目１８－７ 3300 役務（イベント・企画）

（株）東海大阪レンタル 滋賀草津営業所 滋賀県草津市南笠東1-14-20 3300 役務（イベント・企画）
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（株）日本旅行 草津支店 滋賀県草津市大路１－１０－１ 3300 役務（イベント・企画）

（株）保安企画 彦根営業所 滋賀県彦根市大東町5番12号 3300 役務（イベント・企画）

名鉄観光サービス（株） 大津営業所 滋賀県大津市京町4-4-23アソルティ大津京町6階 3300 役務（イベント・企画）

（株）レンタルのニッケン 滋賀営業所 滋賀県彦根市大堀町字蓮町965-13 3300 役務（イベント・企画）

（株）オーイング 甲賀湖南支店 滋賀県湖南市平松北2丁目3番地 3500 役務（人材派遣）

（株）浄美社 滋賀西支店 滋賀県大津市比叡平二丁目16番26号 3500 役務（人材派遣）

（株）パソナ パソナ・滋賀 滋賀県草津市西大路町1-28　 3500 役務（人材派遣）

（株）アクティオ 関西支店　滋賀営業所 滋賀県栗東市辻488-1 3600 役務（リース・レンタル）

朝日航洋（株） 滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目1番8号 3600 役務（リース・レンタル）

朝日電気工業（株） 滋賀営業所 滋賀県長浜市宮司町76番地7 3600 役務（リース・レンタル）

アジア航測（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市梅林1丁目3番25号1st森田ビル7F 3600 役務（リース・レンタル）

イザヤビジネスツールズ（株）  滋賀県大津市山百合の丘17番地 3600 役務（リース・レンタル）

宇野酸素（株） 名神営業所 滋賀県栗東市辻599-1 3600 役務（リース・レンタル）

（株）エイテック 滋賀営業所 滋賀県大津市松陽4-3-3 3600 役務（リース・レンタル）

キステム（株） 彦根営業所　 滋賀県彦根市佐和町11番地30号アイシービル 3600 役務（リース・レンタル）

京都帝酸（株） 滋賀事業所 滋賀県栗東市出庭487番地 3600 役務（リース・レンタル）

共友リース（株） 彦根支店 滋賀県彦根市大東町９番1６号 3600 役務（リース・レンタル）

国際航業（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜二丁目１番４８号におの浜森田ビル３ 3600 役務（リース・レンタル）

（株）湖光 ダスキン手原支店 滋賀県栗東市手原７丁目6番28号 3600 役務（リース・レンタル）

小山（株） 大津営業所 滋賀県大津市大江5丁目14-20 3600 役務（リース・レンタル）

（株）三笑堂 滋賀支店 滋賀県栗東市手原1丁目5番36号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）城山 京滋営業所 滋賀県栗東市出庭2004-1 3600 役務（リース・レンタル）

（株）スズケン 彦根支店 滋賀県彦根市小泉町865-1 3600 役務（リース・レンタル）

綜合警備保障（株） 滋賀支社 滋賀県大津市本宮二丁目37番4号 3600 役務（リース・レンタル）

大和電設工業（株） 滋賀支店 滋賀県草津市草津二丁目12番25号 3600 役務（リース・レンタル）

大和リース（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部4丁目2番10号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ダテ・メディカルサービス 滋賀支店 滋賀県草津市草津町1890-2 3600 役務（リース・レンタル）

ＴＳＰ太陽（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市大萱７丁目１８－７ 3600 役務（リース・レンタル）

デュプロ（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市北中小路421-1 3600 役務（リース・レンタル）

（株）東海大阪レンタル 滋賀草津営業所 滋賀県草津市南笠東1-14-20 3600 役務（リース・レンタル）

東海リース（株） 京滋営業所 滋賀県大津市浜大津1丁目2-4 3600 役務（リース・レンタル）

日本工営（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29 3600 役務（リース・レンタル）

フクダ電子京滋販売（株） 滋賀営業所 滋賀県栗東市大橋4-6-40 3600 役務（リース・レンタル）

フクダライフテック京滋（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市西沼波町176番地2 3600 役務（リース・レンタル）

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 京都支社　滋賀営業所 滋賀県大津市逢坂１丁目１番１号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）増田医科器械 滋賀支店 滋賀県栗東市伊勢落７３０番地１ 3600 役務（リース・レンタル）

（株）三井田商事 滋賀営業所 滋賀県草津市南草津2丁目7番16 3600 役務（リース・レンタル）

（株）レンタルのニッケン 滋賀営業所 滋賀県彦根市大堀町字蓮町965-13 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ビー・エム・エル 滋賀営業所 滋賀県草津市野村2-10-26ホワイトビル1F 3700 役務（医療福祉）

ロジスネクスト近畿（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎899-1 3800 役務（車両整備）

サウスジャパン（株） 米原工場 滋賀県米原市磯833番地 3900 役務（資源回収）

（株）ディエスジャパン 滋賀店 滋賀県栗東市辻409-1-2 3900 役務（資源回収）

アイテック（株） 滋賀支店 滋賀県大津市島の関8番24号 4000 役務（その他）

一冨士フードサービス（株） 京滋支社 滋賀県大津市中央三丁目1番8号 4000 役務（その他）

宇野酸素（株） 名神営業所 滋賀県栗東市辻599-1 4000 役務（その他）
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（株）オーイング 甲賀湖南支店 滋賀県湖南市平松北2丁目3番地 4000 役務（その他）

（株）ＫＡＮＳＯテクノス 滋賀事業所 滋賀県大津市唐橋町19-22 4000 役務（その他）

近畿日本ツーリスト（株） 滋賀支店 滋賀県大津市粟津町4-7石山駅前近江鉄道ビルbillageOTSU514号 4000 役務（その他）

三和シヤッター工業（株） 彦根営業所 滋賀県彦根市西今町309-1 4000 役務（その他）

（株）四門 滋賀営業所 滋賀県草津市笠山四丁目7-7 4000 役務（その他）

（株）十字屋 草津営業所 滋賀県草津市西渋川1丁目23番23号 4000 役務（その他）

（株）ゼンリン 滋賀営業所 滋賀県草津市矢倉2丁目4番29号 4000 役務（その他）

大和リース（株） 滋賀支店 滋賀県守山市勝部4丁目2番10号 4000 役務（その他）

（株）中部設計 滋賀営業所 滋賀県湖南市岩根3477 4000 役務（その他）

（株）帝国データバンク 滋賀支店 滋賀県草津市大路2丁目15-37中村ビル4階 4000 役務（その他）

東海図版（株） 滋賀営業所 滋賀県大津市京町4-5-23フォレスト京町ビル5F 4000 役務（その他）

（株）東京商工リサーチ 滋賀支店 滋賀県大津市末広町7番1号大津パークビル 4000 役務（その他）

（株）ナガワ 滋賀営業所 滋賀県守山市水保町字北川1228-3 4000 役務（その他）

日本通運（株） 滋賀支店 滋賀県栗東市六地蔵1070番地1 4000 役務（その他）

（株）日本旅行 草津支店 滋賀県草津市大路１－１０－１ 4000 役務（その他）

パシフィックコンサルタンツ（株） 滋賀事務所 滋賀県大津市梅林一丁目4番1号 4000 役務（その他）

（株）パスコ 滋賀支店 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号 4000 役務（その他）

（株）パソナ パソナ・滋賀 滋賀県草津市西大路町1-28　 4000 役務（その他）

（株）増田医科器械 滋賀支店 滋賀県栗東市伊勢落７３０番地１ 4000 役務（その他）

ヤマト運輸（株） 滋賀主管支店 滋賀県栗東市伊勢落720 4000 役務（その他）
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（株）アイ・リンク 京都府京都市下京区小坂町16番地13 0100 事務用品

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番地 0100 事務用品

（株）内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町二丁目2-2 0100 事務用品

エイトレント（株） 大阪府大阪市西区南堀江一丁目7番4号 0100 事務用品

（株）エルコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－２０花原第７ビル２階 0100 事務用品

（株）大阪オートマティック・サービス 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 0100 事務用品

関西レコードマネジメント（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 0100 事務用品

キハラ（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東3-4-19 0100 事務用品

京都電子計算（株） 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地 0100 事務用品

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６－３ 0100 事務用品

グローリー（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-9 0100 事務用品

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 0100 事務用品

国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目7-3 0100 事務用品

コクヨマーケティング（株） 関西支社 大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC12階 0100 事務用品

コトブキシーティング（株） 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー15階 0100 事務用品

小林クリエイト（株） 京都営業所 京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2五条久保田ビル8F 0100 事務用品

金剛（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10新伏見町ビル2階 0100 事務用品

（株）ジェイエスキューブ 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町二丁目３番１０号 0100 事務用品

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番72号 0100 事務用品

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里2-1-18 0100 事務用品

（株）東海チャートプロダクツ 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 0100 事務用品

（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号 0100 事務用品

ナカバヤシ（株） 大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 0100 事務用品

（株）ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 0100 事務用品

日本データカード（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス31Ｆ 0100 事務用品

日本ファイリング（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場二丁目5-12クリスタファイブ4階 0100 事務用品

（株）ピー・ディー・シー 大阪府大阪市城東区永田3丁目9番27号 0100 事務用品

ピツニーボウズジャパン（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13　大阪国際ビルディング 0100 事務用品

フィルムルックス（株） 東京都新宿区山吹町130番地16 0100 事務用品

富士通コワーコ（株） 関西支店京都オフィス 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 0100 事務用品

（株）堀通信 京都府福知山市字天田391番地の乙 0100 事務用品

丸善雄松堂（株） 経理・財務部 東京都港区海岸一丁目9番18号 0100 事務用品

（株）明光商会 大阪支店 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 0100 事務用品

（株）ヤマイチテクノ 大阪府大阪市西区靱本町二丁目4番8号 0100 事務用品

理想科学工業（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町538ヤサカ鳥丸御池ビル6階 0100 事務用品

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号 0100 事務用品

（株）アール・シー・エス 香川県高松市錦町一丁目4番37号 0200 コンピュータ

（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町21 0200 コンピュータ

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 0200 コンピュータ

（株）アイネス 関西支社 大阪府大阪市中央区本町二丁目５番７号メットﾗｲﾌ本町スクエア 0200 コンピュータ

（株）アイ・リンク 京都府京都市下京区小坂町16番地13 0200 コンピュータ

アサミ情報システム（株） 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 0200 コンピュータ

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号 0200 コンピュータ

（株）アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号 0200 コンピュータ

（株）石川コンピュータ・センター 大阪支店 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目２０番５号大阪京橋ビルディング3F 0200 コンピュータ

県外に所在する者
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伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１部 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 0200 コンピュータ

（株）インテック 行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号フォーキャスト堺筋本町ビル 0200 コンピュータ

（株）インフォマティクス 大阪営業所 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 0200 コンピュータ

（株）ウォーターリンクス 大阪オフィス 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル８階 0200 コンピュータ

（株）内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町二丁目2-2 0200 コンピュータ

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一丁目１８番７号 0200 コンピュータ

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目4-24 0200 コンピュータ

ＮＥＣネッツエスアイ（株）　 京滋支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 0200 コンピュータ

ＮＣＳ＆Ａ（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目３番７号松下IMPビル 0200 コンピュータ

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 東京都新宿区新宿二丁目13番12号 0200 コンピュータ

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 0200 コンピュータ

（株）エヌ・ティ・ティ・データ信越 長野県長野市七瀬中町１６１番地１ 0200 コンピュータ

（株）ＮＴＴドコモ 関西支社　 大阪府大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 0200 コンピュータ

（株）オーイーシー 大分県大分市東春日町17番57号 0200 コンピュータ

ＯＫＩクロステック（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 0200 コンピュータ

沖電気工業（株） 京都支店 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５７７番地２ 0200 コンピュータ

（株）オプティマ 東京都品川区大崎三丁目5番2号 0200 コンピュータ

関西レコードマネジメント（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 0200 コンピュータ

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 0200 コンピュータ

（株）関電パワーテック 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル 0200 コンピュータ

北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地15番32号 0200 コンピュータ

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二丁目14番10号 0200 コンピュータ

（株）京信システムサービス 京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 0200 コンピュータ

行政システム（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 0200 コンピュータ

京セラコミュニケーションシステム（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 0200 コンピュータ

（株）京都医療設計 京都府京都市山科区四ノ宮神田町4古橋山科ビル 0200 コンピュータ

京都電子計算（株） 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地 0200 コンピュータ

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６－３ 0200 コンピュータ

（株）ケーアイメディカル 京都府京都市北区小山下総町31番地22 0200 コンピュータ

（株）ケーケーシー情報システム 京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の3 0200 コンピュータ

国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目7-3 0200 コンピュータ

コニカミノルタ（株） デジタルワークプレイス事業本部自治体DX推進部 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 0200 コンピュータ

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 0200 コンピュータ

シー・システム（株） 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番６号 0200 コンピュータ

（株）ジェイエスキューブ 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町二丁目３番１０号 0200 コンピュータ

ジェイエムシー（株） 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島7-20-1ＫＭ西梅田ビル14Ｆ 0200 コンピュータ

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町５丁目４番地 0200 コンピュータ

（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番地 0200 コンピュータ

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番72号 0200 コンピュータ

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 0200 コンピュータ

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル５F 0200 コンピュータ

ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町一丁目4番地24 0200 コンピュータ

Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 西日本支社 兵庫県尼崎市猪名寺三丁目2番10号 0200 コンピュータ

都築テクノサービス（株） 京都支店 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1古川勘ﾋﾞﾙ８階 0200 コンピュータ

都築電気（株） 大阪オフィス　ソリューションビジネス本部第三コミュニケーション営業統括部 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2　 0200 コンピュータ
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ＤＩＲインフォメーションシステムズ（株） 公共システム本部 東京都江東区冬木１５番６号 0200 コンピュータ

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 0200 コンピュータ

（株）テリロジーサービスウェア 東京都千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル4階 0200 コンピュータ

（株）東海チャートプロダクツ 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 0200 コンピュータ

東芝デジタルソリューションズ（株） 関西支社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 0200 コンピュータ

（株）ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号三宮グランドビル5F 0200 コンピュータ

（株）ナニワ計算センター 大阪府大阪市中央区博労町二丁目4番11号中博ビル内 0200 コンピュータ

（株）ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 0200 コンピュータ

（株）ニッセイコム 公共システム事業部 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 0200 コンピュータ

日本事務器（株） 京都営業所 京都府京都市下京区北不動堂町480番地 0200 コンピュータ

日本電子計算（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 0200 コンピュータ

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 0200 コンピュータ

（株）パクス 佐賀県鳥栖市藤木町10番地30 0200 コンピュータ

パナソニックコネクト（株） 現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5-41 0200 コンピュータ

（株）日立システムズ 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 0200 コンピュータ

ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 0200 コンピュータ

富士通コワーコ（株） 関西支店京都オフィス 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 0200 コンピュータ

富士通Ｊａｐａｎ（株） 京都支社 京都府京都市下京区立売東町1京都フコク生命四条柳馬場ビル 0200 コンピュータ

富士通ネットワークソリューションズ（株） 関西事業所 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 0200 コンピュータ

富士フイルムシステムサービス（株） 公共事業本部　関西支店 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 0200 コンピュータ

扶桑電通（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535日土地京都ビル 0200 コンピュータ

（株）フューチャーイン 関西支店 兵庫県神戸市中央区京町74京町74番ビル9F 0200 コンピュータ

（株）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座2丁目4番23号 0200 コンピュータ

（株）堀通信 京都府福知山市字天田391番地の乙 0200 コンピュータ

（株）松坂電子計算センター 三重県松阪市石津町字地藏裏353番地１ 0200 コンピュータ

（株）松本コンサルタント 紀和支店 和歌山県岩出市岡田716番地3 0200 コンピュータ

（株）三重電子計算センター 三重県津市桜橋二丁目177番地3 0200 コンピュータ

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13 0200 コンピュータ

（株）メディネット 大阪府高槻市京口町9番5号太陽生命高槻ビル4階 0200 コンピュータ

税理士法人　森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町456番地第2森田ビル4階 0200 コンピュータ

（株）ヤマイチテクノ 大阪府大阪市西区靱本町二丁目4番8号 0200 コンピュータ

（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 0200 コンピュータ

（株）アクセス 京都営業所 京都府木津川市木津瓦屋18番地8 0300 印刷

アサヒプリンティング（株） 大阪府大阪市生野区桃谷1丁目3番23号 0300 印刷

アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 0300 印刷

（株）イセトー 京都営業部 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552　　　　　 0300 印刷

（株）オフィス・オルタナティブ 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2番25号 0300 印刷

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番 0300 印刷

（株）ぎょうせい 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 0300 印刷

共同印刷西日本（株） 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1番2号 0300 印刷

京都電子計算（株） 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地 0300 印刷

（株）ケイズ 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474番地 0300 印刷

（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 0300 印刷

（株）広済堂ネクスト 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1興銀ビル2F 0300 印刷

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号 0300 印刷
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小林クリエイト（株） 京都営業所 京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2五条久保田ビル8F 0300 印刷

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 0300 印刷

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２－５ 0300 印刷

（株）ＧＥＯソリューションズ 兵庫県西宮市和上町１番３１号 0300 印刷

（株）ジオテクノ関西 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30ＯＡＰタワー29Ｆ 0300 印刷

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル 0300 印刷

（株）社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町一丁目5番18号 0300 印刷

（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番地5西京極駅前ビル6階 0300 印刷

（株）神陵文庫 兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 0300 印刷

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番9号 0300 印刷

西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町15番地 0300 印刷

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目11番17号 0300 印刷

高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門5-3-20-415 0300 印刷

（株）中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 0300 印刷

（株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21-35広島ミクシスビル 0300 印刷

（株）東海チャートプロダクツ 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 0300 印刷

東京書籍（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4-10 0300 印刷

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号 0300 印刷

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町1005番地 0300 印刷

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部第一営業本部京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3大同生命京都ビル６階 0300 印刷

中日本航空（株） 大阪支店 大阪府八尾市空港2丁目12番地 0300 印刷

ナカバヤシ（株） 大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 0300 印刷

（株）ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 0300 印刷

日本情報通信（株） 京都府京都市伏見区竹田藁屋町75番地 0300 印刷

日本文教出版（株） 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目7番5号 0300 印刷

富士通コワーコ（株） 関西支店京都オフィス 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 0300 印刷

（株）武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号 0300 印刷

（株）法研関西 大阪府大阪市北区天神西町8番19号 0300 印刷

（株）松坂電子計算センター 三重県松阪市石津町字地藏裏353番地１ 0300 印刷

（株）三重電子計算センター 三重県津市桜橋二丁目177番地3 0300 印刷

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13 0300 印刷

ユーザックシステム（株） 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10JPビル」3F 0300 印刷

（株）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 0300 印刷

（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 0300 印刷

カンゼ航測（株） 大阪府大阪市中央区南船場1丁目7-8 0400 写真

（株）光楽堂 京都府京都市左京区北白川西町82 0400 写真

（株）ジオテクノ関西 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30ＯＡＰタワー29Ｆ 0400 写真

ヒビノスペーステック（株） 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北浜２－５－１３北浜平和ビル7階 0400 写真

青野スポーツ施設（株） 大阪府守口市文園町5番19号 0500 教材・教具

暁保全 京都府京都市右京区太秦馬塚町25-1-303 0500 教材・教具

（株）アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄一丁目29番29号 0500 教材・教具

内田工業（株） 愛知県名古屋市中川区好本町3丁目67 0500 教材・教具

（株）コトブキ 京都営業所 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1シード山科中央ビル4階 0500 教材・教具

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里2-1-18 0500 教材・教具

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 0500 教材・教具
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（株）スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台2丁目37-1 0500 教材・教具

（株）タイキ 大阪府大阪市天王寺区寺田町一丁目1番2号 0500 教材・教具

タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原1787-1 0500 教材・教具

東和スポーツ施設（株） 京都府京都市左京区北白川下池田町79番地1 0500 教材・教具

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ 0500 教材・教具

（株）トーテック 大阪府大阪市東成区中本五丁目2番33号 0500 教材・教具

（株）中村製作所 千葉県松戸市小山５１０番地 0500 教材・教具

（社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目10番地保健会館新館 0500 教材・教具

（株）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 0500 教材・教具

（株）フジカワ 三重県伊賀市緑ケ丘本町1674-1 0500 教材・教具

（株）プチスポーツ 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 0500 教材・教具

（株）ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング 0500 教材・教具

丸善雄松堂（株） 経理・財務部 東京都港区海岸一丁目9番18号 0500 教材・教具

（合）満帆実業 奈良県生駒市高山町4085 0500 教材・教具

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-16船場オーセンビル4階 0500 教材・教具

（株）夢工房 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目1番9号TSKK神戸4階 0500 教材・教具

（福）わかたけ共済部 福井県越前市西谷町33-10-2 0500 教材・教具

葵工業（株） 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 0600 広告

（有）大阪金剛 兵庫県尼崎市立花町2丁目14番9-2号 0600 広告

大塚オーミ陶業（株） 西日本支店 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番21号 0600 広告

関電サービス（株） 大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号 0600 広告

（株）キクテック 大阪支店 大阪府東大阪市横小路町6丁目10番4号 0600 広告

（株）倉本産業 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 0600 広告

（株）コトブキ 京都営業所 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1シード山科中央ビル4階 0600 広告

山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１丁目２－５ 0600 広告

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番9号 0600 広告

西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町15番地 0600 広告

（有）西濃選挙サービス 岐阜県大垣市東町1丁目215番地4 0600 広告

（株）選挙設備関西 大阪府茨木市南春日丘7丁目2番9号 0600 広告

（株）タイキ 大阪府大阪市天王寺区寺田町一丁目1番2号 0600 広告

タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原1787-1 0600 広告

（株）中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 0600 広告

ＴＳＰ西日本（株） 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 0600 広告

（株）ディリー・インフォメーション中部 愛知県名古屋市中区錦1-20-12伏見ビル6F 0600 広告

長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町五丁目5-1 0600 広告

（株）中村製作所 千葉県松戸市小山５１０番地 0600 広告

（株）日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号 0600 広告

（株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3-4 0600 広告

平岡旗製造（株） 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18 0600 広告

（株）フジカワ 三重県伊賀市緑ケ丘本町1674-1 0600 広告

（株）フジヤ 京都支店 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目4 0600 広告

（株）プチスポーツ 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 0600 広告

（株）武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号 0600 広告

平和製罐（株） 大阪府泉南市りんくう南浜3-17 0600 広告

（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1 0600 広告

35/63



本社名 委任先名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

県外に所在する者

（合）満帆実業 奈良県生駒市高山町4085 0600 広告

ヤスダ徽章（株） 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町431 0600 広告

（株）アイ・リンク 京都府京都市下京区小坂町16番地13 0700 薬品・医療用機器

浅野アタカ（株） 大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番28号 0700 薬品・医療用機器

石垣メンテナンス（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3-31 0700 薬品・医療用機器

（株）ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーションセンター 大阪府吹田市広芝町10番28号 0700 薬品・医療用機器

（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 0700 薬品・医療用機器

荏原実業（株） 大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号平野町中央ビル 0700 薬品・医療用機器

大阪ガスセキュリティサービス（株） 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目6-35 0700 薬品・医療用機器

オオサキメディカル（株） 愛知県名古屋市西区玉池町203 0700 薬品・医療用機器

オルガノプラントサービス（株） 関西事業所 大阪府吹田市江の木町1-6 0700 薬品・医療用機器

（株）Ｋｉｓｔ 京都府京都市伏見区横大路一本木19番地 0700 薬品・医療用機器

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二丁目14番10号 0700 薬品・医療用機器

（株）京都医療設計 京都府京都市山科区四ノ宮神田町4古橋山科ビル 0700 薬品・医療用機器

（株）京都ウィード 京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 0700 薬品・医療用機器

京都植野商会 京都府京都市山科区四ノ宮泓15-4 0700 薬品・医療用機器

協和産商（株） 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-39東天満エンビィビル 0700 薬品・医療用機器

キングラン関西（株） 大阪府吹田市南吹田五丁目1番12号 0700 薬品・医療用機器

クボタ環境エンジニアリング（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 0700 薬品・医療用機器

（株）ケーアイメディカル 京都府京都市北区小山下総町31番地22 0700 薬品・医療用機器

（株）ケンコー 京都府京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町341番地1 0700 薬品・医療用機器

光伸（株） 京滋営業所 京都府八幡市下奈良野神24-1 0700 薬品・医療用機器

西戸崎興産（株） 関西営業所 大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6－105号 0700 薬品・医療用機器

三恒商事（株） 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－２大阪産業ビル 0700 薬品・医療用機器

三葉化工（株） 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1丁目23番43号 0700 薬品・医療用機器

（株）ジー・アローズ 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-38-401 0700 薬品・医療用機器

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 京滋支店 京都府京都市伏見区竹田段川原町236　竹田駅前第一ビル 0700 薬品・医療用機器

（株）島津製作所 京都支店 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺1番地 0700 薬品・医療用機器

（株）城南メディカル 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花48番1 0700 薬品・医療用機器

（株）神陵文庫 兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 0700 薬品・医療用機器

（株）水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-23-5 0700 薬品・医療用機器

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目5-1 0700 薬品・医療用機器

（株）ダイキアクシス 大阪支店 大阪府豊中市庄内西町5-1-19 0700 薬品・医療用機器

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２丁目191番地1 0700 薬品・医療用機器

中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町５ 0700 薬品・医療用機器

ティーメディクス（株） 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 0700 薬品・医療用機器

帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 0700 薬品・医療用機器

（株）データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目１－１ 0700 薬品・医療用機器

トーヨー商事（株） 岐阜県羽島郡笠松町北及130番地 0700 薬品・医療用機器

（株）ナカムラ消防化学 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目2番37号 0700 薬品・医療用機器

（株）西原環境 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 0700 薬品・医療用機器

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 0700 薬品・医療用機器

（株）ニック 大阪府豊中市名神口３丁目7-14 0700 薬品・医療用機器

日本船舶薬品（株） 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 0700 薬品・医療用機器

日本光電工業（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー６階 0700 薬品・医療用機器

36/63



本社名 委任先名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

県外に所在する者

ハクゾウメディカル（株） 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号 0700 薬品・医療用機器

富士フイルムメディカル（株） 関西支社 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番１号 0700 薬品・医療用機器

（株）ミヤゲン 福井県敦賀市山泉7号15-3 0700 薬品・医療用機器

宮野医療器（株） 京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 0700 薬品・医療用機器

（株）リィツメディカル 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田藁屋町61パン・スケープ１階 0700 薬品・医療用機器

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 0700 薬品・医療用機器

大阪瓦斯（株） エナジーソリューション事業部 大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号 0800 燃料類

（株）東山 京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 0800 燃料類

アサミ情報システム（株） 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 0900 図書

（株）ウェルクル 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6サン北浜ビル4F 0900 図書

（株）ぎょうせい 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 0900 図書

（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 0900 図書

（株）社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町一丁目5番18号 0900 図書

（株）神陵文庫 兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 0900 図書

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目11番17号 0900 図書

東映（株） 教育映像部関西営業推進室 大阪府大阪市北区梅田1丁目12番6号 0900 図書

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号 0900 図書

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町1005番地 0900 図書

（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号 0900 図書

丸善雄松堂（株） 経理・財務部 東京都港区海岸一丁目9番18号 0900 図書

（株）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 0900 図書

（株）京都医療設計 京都府京都市山科区四ノ宮神田町4古橋山科ビル 1000 被服等

キンパイ商事（株） 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号ＳＯＲＡ新大阪21・1401室 1000 被服等

（株）倉本産業 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 1000 被服等

（株）小山商会 京都営業所 京都府久世郡久御山町大橋辺8-5 1000 被服等

（株）神陵文庫 兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 1000 被服等

（株）ナカムラ消防化学 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目2番37号 1000 被服等

中村被服工業（株） 京都府京都市下京区七条通西洞院西入大黒町231 1000 被服等

（株）ニック 大阪府豊中市名神口３丁目7-14 1000 被服等

ハクゾウメディカル（株） 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号 1000 被服等

（株）プチスポーツ 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 1000 被服等

（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1 1000 被服等

前川（株） 大阪府東大阪市御厨東1丁目3番42号 1000 被服等

（株）モリタ 京都府城陽市富野南清水７６番地 1000 被服等

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 1000 被服等

エナジーシステムサービスジャパン（株） 関西営業所 大阪府大阪市北区大淀中五丁目14番31号 1100 車両

（株）荏原製作所 西大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 1100 車両

（株）カンツール 大阪営業所 大阪府大阪市城東区成育一丁目6番26号 1100 車両

（株）関電Ｌ＆Ａ 大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 1100 車両

京都電業（株） 京都府京都市右京区西院六反田町53 1100 車両

極東開発工業（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田向代町川町18-2ウィングヒルズ上鳥羽口205 1100 車両

キンパイ商事（株） 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号ＳＯＲＡ新大阪21・1401室 1100 車両

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 1100 車両

ジーエムいちはら工業（株） 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７番地 1100 車両

長野ポンプ（株） 石川県金沢市浅野本町口145番地 1100 車両
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（株）ナカムラ消防化学 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目2番37号 1100 車両

日本船舶薬品（株） 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 1100 車両

日本ドライケミカル（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄一丁目16番6号 1100 車両

日本機械工業（株） 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区上前津二丁目12番1号 1100 車両

（株）林田製作所 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田56番地1 1100 車両

ヒカリ（株） 神奈川県小田原市根府川625番地の７ 1100 車両

（株）モリタテクノス 西日本営業部 兵庫県三田市テクノパーク３２ 1100 車両

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-16船場オーセンビル4階 1100 車両

（株）アルファテクノ 大阪府河内長野市日東町11-8 1200 室内装飾

（株）キクテック 大阪支店 大阪府東大阪市横小路町6丁目10番4号 1200 室内装飾

キハラ（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東3-4-19 1200 室内装飾

協和産商（株） 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-39東天満エンビィビル 1200 室内装飾

キングラン関西（株） 大阪府吹田市南吹田五丁目1番12号 1200 室内装飾

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 1200 室内装飾

コトブキシーティング（株） 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー15階 1200 室内装飾

金剛（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10新伏見町ビル2階 1200 室内装飾

三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15-26 1200 室内装飾

ＴＳＰ西日本（株） 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 1200 室内装飾

日本ファイリング（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場二丁目5-12クリスタファイブ4階 1200 室内装飾

平岡旗製造（株） 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18 1200 室内装飾

（株）フジヤ 京都支店 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目4 1200 室内装飾

（株）プチスポーツ 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 1200 室内装飾

浅野アタカ（株） 大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番28号 1300 機械・工具

石垣メンテナンス（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3-31 1300 機械・工具

（株）ウォーターテック 関西支店 大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 1300 機械・工具

（有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松177番地 1300 機械・工具

エナジーシステムサービスジャパン（株） 関西営業所 大阪府大阪市北区大淀中五丁目14番31号 1300 機械・工具

荏原実業（株） 大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号平野町中央ビル 1300 機械・工具

（株）荏原製作所 西大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 1300 機械・工具

（株）大阪オートマティック・サービス 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 1300 機械・工具

岡山電設（株） 京都府綾部市里町大坂33番地の2 1300 機械・工具

関西日立（株） 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番7号肥後橋シミズビル4階 1300 機械・工具

（株）カンツール 大阪営業所 大阪府大阪市城東区成育一丁目6番26号 1300 機械・工具

極東サービス（株） 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号 1300 機械・工具

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 1300 機械・工具

クボタ環境エンジニアリング（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 1300 機械・工具

グローリー（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-9 1300 機械・工具

（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水4501番地1 1300 機械・工具

三恒商事（株） 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－２大阪産業ビル 1300 機械・工具

（株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号 1300 機械・工具

（株）水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-23-5 1300 機械・工具

（株）成研 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 1300 機械・工具

（株）中央ポンプ製作所 大阪府守口市八雲中町三丁目13-71 1300 機械・工具

（株）データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目１－１ 1300 機械・工具

（株）テクアノーツ 中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地 1300 機械・工具

38/63



本社名 委任先名  住所（令和４年６月１日時点の登録地） 希望業種

県外に所在する者

テラル（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号信濃橋三井ビルディング３Ｆ 1300 機械・工具

（株）西原環境 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 1300 機械・工具

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 1300 機械・工具

三菱プレシジョン（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 1300 機械・工具

ヤマトヨ産業（株） 大阪府東大阪市高井田本通七丁目7番19号昌利ビル 1300 機械・工具

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号　 1300 機械・工具

ラサ商事（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2大阪中之島ビル 1300 機械・工具

（株）アイホー 京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽藁田26-1　 1400 厨房

（有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松177番地 1400 厨房

北沢産業（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区北端町54 1400 厨房

（株）中西製作所 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田田中宮町15番地 1400 厨房

日化産業（株） 大阪府大阪市此花区西九条3丁目16番3号 1400 厨房

（株）東山 京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 1400 厨房

（株）フジマック 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町36 1400 厨房

渥美製鋼（有） 愛知県岡崎市八帖北町42番地11 1500 日用雑貨

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番地 1500 日用雑貨

（有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松177番地 1500 日用雑貨

協和産商（株） 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-39東天満エンビィビル 1500 日用雑貨

（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水4501番地1 1500 日用雑貨

（株）小山商会 京都営業所 京都府久世郡久御山町大橋辺8-5 1500 日用雑貨

三恒商事（株） 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－２大阪産業ビル 1500 日用雑貨

三和薬品（株） 福井県福井市新保町10-36 1500 日用雑貨

新興弁栓（株） 大阪府大阪市西区新町3丁目13-4 1500 日用雑貨

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里2-1-18 1500 日用雑貨

中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町５ 1500 日用雑貨

日化産業（株） 大阪府大阪市此花区西九条3丁目16番3号 1500 日用雑貨

（株）ニック 大阪府豊中市名神口３丁目7-14 1500 日用雑貨

ハクゾウメディカル（株） 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号 1500 日用雑貨

前川（株） 大阪府東大阪市御厨東1丁目3番42号 1500 日用雑貨

丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町674番地 1500 日用雑貨

（株）ミヤゲン 福井県敦賀市山泉7号15-3 1500 日用雑貨

（株）ユイテック 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目43番地の2 1500 日用雑貨

（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水4501番地1 1600 園芸

愛知ヨーク（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市瑞穂市野白新田31-7 1700 食料品

日清医療食品（株） 近畿支店 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1井門明治安田生命ビル7階 1700 食料品

（株）芸台幡 京都府京都市右京区太秦中筋町7番地 1800 記念品・百貨

大塚オーミ陶業（株） 西日本支店 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番21号 1800 記念品・百貨

（株）雅丈社 愛知県名古屋市天白区一本松一丁目1011 1800 記念品・百貨

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番9号 1800 記念品・百貨

（株）中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 1800 記念品・百貨

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号 1800 記念品・百貨

平岡旗製造（株） 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18 1800 記念品・百貨

ヤスダ徽章（株） 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町431 1800 記念品・百貨

アズビル（株） ビルシステムカンパニー関西支社 大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 1900 電気・通信用機器

（株）アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号 1900 電気・通信用機器
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ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王一丁目３番５号 1900 電気・通信用機器

（株）アルファテクノ 大阪府河内長野市日東町11-8 1900 電気・通信用機器

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１部 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 1900 電気・通信用機器

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 関西支店 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 1900 電気・通信用機器

エイトレント（株） 大阪府大阪市西区南堀江一丁目7番4号 1900 電気・通信用機器

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目4-24 1900 電気・通信用機器

ＮＥＣネッツエスアイ（株）　 京滋支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 1900 電気・通信用機器

（株）エヌ・ティ・ティ・データ信越 長野県長野市七瀬中町１６１番地１ 1900 電気・通信用機器

（株）ＮＴＴドコモ 関西支社　 大阪府大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 1900 電気・通信用機器

荏原実業（株） 大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号平野町中央ビル 1900 電気・通信用機器

岡山電設（株） 京都府綾部市里町大坂33番地の2 1900 電気・通信用機器

ＯＫＩクロステック（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 1900 電気・通信用機器

沖電気工業（株） 京都支店 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５７７番地２ 1900 電気・通信用機器

（株）オプテージ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 1900 電気・通信用機器

関西日立（株） 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番7号肥後橋シミズビル4階 1900 電気・通信用機器

（株）関電パワーテック 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル 1900 電気・通信用機器

（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 1900 電気・通信用機器

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 1900 電気・通信用機器

（株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 1900 電気・通信用機器

京都電業（株） 京都府京都市右京区西院六反田町53 1900 電気・通信用機器

桐田機工（株） 京都府京都市山科区大宅御供田町193-4 1900 電気・通信用機器

クボタ環境エンジニアリング（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 1900 電気・通信用機器

（株）倉本産業 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 1900 電気・通信用機器

グローリー（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-9 1900 電気・通信用機器

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号 1900 電気・通信用機器

金剛（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10新伏見町ビル2階 1900 電気・通信用機器

三協エアテック（株） 大阪府大阪市北区芝田2丁目5番6号 1900 電気・通信用機器

（株）ＧＳユアサ 京都営業所 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 1900 電気・通信用機器

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 関西支店 大阪府大阪市北区天満1-6-11 1900 電気・通信用機器

ジャトー（株） 大阪府大阪市北区末広町1-22 1900 電気・通信用機器

ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカス２７階 1900 電気・通信用機器

シンクレイヤ（株） 大阪営業部 大阪府大阪市東淀川区西淡路一丁目1番32号 1900 電気・通信用機器

（株）スクールゴー 大阪府大阪市東成区東今里2-1-18 1900 電気・通信用機器

西菱電機（株） 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号東洋紡ビル4F 1900 電気・通信用機器

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目5-1 1900 電気・通信用機器

ソフトバンク（株） 東京都港区海岸一丁目7番1号 1900 電気・通信用機器

司電機産業（株） 大阪府枚方市春日北町１丁目１３番６号 1900 電気・通信用機器

都築テクノサービス（株） 京都支店 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1古川勘ﾋﾞﾙ８階 1900 電気・通信用機器

都築電気（株） 大阪オフィス　ソリューションビジネス本部第三コミュニケーション営業統括部 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2　 1900 電気・通信用機器

（株）テクアノーツ 中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地 1900 電気・通信用機器

（株）テリロジーサービスウェア 東京都千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル4階 1900 電気・通信用機器

東芝インフラシステムズ（株） 関西支社 大阪府大阪市北区角田町8番1号 1900 電気・通信用機器

東芝通信インフラシステムズ（株） 関西支店 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号 1900 電気・通信用機器

（株）ニッセイコム 公共システム事業部 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 1900 電気・通信用機器

日本電技（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島六丁目2-40 1900 電気・通信用機器
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日本無線（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 1900 電気・通信用機器

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 近畿支店 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 1900 電気・通信用機器

パナソニックコネクト（株） 現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5-41 1900 電気・通信用機器

（株）日立国際電気 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 1900 電気・通信用機器

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 1900 電気・通信用機器

ヒビノスペーステック（株） 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北浜２－５－１３北浜平和ビル7階 1900 電気・通信用機器

富士通Ｊａｐａｎ（株） 京都支社 京都府京都市下京区立売東町1京都フコク生命四条柳馬場ビル 1900 電気・通信用機器

（株）富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部 大阪府松原市西野々2丁目1番45号 1900 電気・通信用機器

富士通ネットワークソリューションズ（株） 関西事業所 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 1900 電気・通信用機器

不二熱学サービス（株） 京都支店 京都府京都市右京区西院六反田町31-2 1900 電気・通信用機器

扶桑電通（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535日土地京都ビル 1900 電気・通信用機器

（株）堀通信 京都府福知山市字天田391番地の乙 1900 電気・通信用機器

（株）松村電機製作所 関西支店 大阪府大阪市北区天満二丁目12-16 1900 電気・通信用機器

丸茂電機（株） 大阪営業所 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-23満電ビル 1900 電気・通信用機器

名三工業（株） 愛知県名古屋市千種区内山一丁目23番7号 1900 電気・通信用機器

（株）明電エンジニアリング 関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目1番1号 1900 電気・通信用機器

メタウォーター（株） 関西営業部 大阪府大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル 1900 電気・通信用機器

（株）大和速記情報センター 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 1900 電気・通信用機器

ヤマトヨ産業（株） 大阪府東大阪市高井田本通七丁目7番19号昌利ビル 1900 電気・通信用機器

横河ソリューションサービス（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 1900 電気・通信用機器

（株）洛南エンジニアリング 京都府宇治市菟道田中34番地の5 1900 電気・通信用機器

愛知時計電機（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目22-5 2000 理化学機器

アズビル（株） ビルシステムカンパニー関西支社 大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 2000 理化学機器

アズビル金門（株） 大阪支店 大阪府東大阪市長田中1丁目4-17 2000 理化学機器

（株）ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーションセンター 大阪府吹田市広芝町10番28号 2000 理化学機器

荏原実業（株） 大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号平野町中央ビル 2000 理化学機器

（有）大阪金剛 兵庫県尼崎市立花町2丁目14番9-2号 2000 理化学機器

柏原計器工業（株） 大阪府柏原市本郷5丁目3-28 2000 理化学機器

関西日立（株） 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番7号肥後橋シミズビル4階 2000 理化学機器

（株）カンツール 大阪営業所 大阪府大阪市城東区成育一丁目6番26号 2000 理化学機器

（株）関電パワーテック 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル 2000 理化学機器

桐田機工（株） 京都府京都市山科区大宅御供田町193-4 2000 理化学機器

三恒商事（株） 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－２大阪産業ビル 2000 理化学機器

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町3番48号 2000 理化学機器

（株）ジェイ・サイエンス関西 京都支店 京都府京都市伏見区竹田向代町川町18-2 2000 理化学機器

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 2000 理化学機器

（株）島津製作所 京都支店 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺1番地 2000 理化学機器

ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカス２７階 2000 理化学機器

（株）水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-23-5 2000 理化学機器

水道テクニカルサービス（株） 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45大高ビル3Ｆ 2000 理化学機器

西菱電機（株） 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号東洋紡ビル4F 2000 理化学機器

中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町５ 2000 理化学機器

（株）東海チャートプロダクツ 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 2000 理化学機器

東芝インフラシステムズ（株） 関西支社 大阪府大阪市北区角田町8番1号 2000 理化学機器

東洋計器（株） 大阪支店 大阪府吹田市南金田1-8-8 2000 理化学機器
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（株）ニッコク 名古屋支店 愛知県名古屋市北区彩紅橋通二丁目５番 2000 理化学機器

（一財）日本気象協会 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2 2000 理化学機器

（株）阪神計器製作所 西宮支店 兵庫県西宮市中島町9-10 2000 理化学機器

フジテコム（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号 2000 理化学機器

ペンタフ（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目7番10号 2000 理化学機器

三菱プレシジョン（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 2000 理化学機器

宮野医療器（株） 京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 2000 理化学機器

（株）明電エンジニアリング 関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目1番1号 2000 理化学機器

メタウォーター（株） 関西営業部 大阪府大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル 2000 理化学機器

横河ソリューションサービス（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 2000 理化学機器

（株）洛南エンジニアリング 京都府宇治市菟道田中34番地の5 2000 理化学機器

青野スポーツ施設（株） 大阪府守口市文園町5番19号 2100 建設資材

旭コンクリート工業（株） 滋賀営業所 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地 2100 建設資材

（株）荒木製作所 大阪府東大阪市森河内東1丁目21番19号 2100 建設資材

植平コンクリート工業（株） 奈良県宇陀市榛原比布1312番地の1 2100 建設資材

（株）オービス 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-15-201 2100 建設資材

オリエントハウス（株） 京都府京都市中京区西ノ京東中合町42番地 2100 建設資材

（株）キクテック 大阪支店 大阪府東大阪市横小路町6丁目10番4号 2100 建設資材

光伸（株） 京滋営業所 京都府八幡市下奈良野神24-1 2100 建設資材

郡リース（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目3-2 2100 建設資材

（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水4501番地1 2100 建設資材

西戸崎興産（株） 関西営業所 大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6－105号 2100 建設資材

山王（株） 熊本県熊本市東区戸島西５－５－５７ 2100 建設資材

（株）城南工建 京都府城陽市中芦原27番地の1 2100 建設資材

新興弁栓（株） 大阪府大阪市西区新町3丁目13-4 2100 建設資材

シンレキ工業（株） 関西事業所 奈良県奈良市針ヶ別所町147-1 2100 建設資材

スズテック（株） 関西営業所 大阪府堺市堺区南瓦町１番１９号グランビルド堺東305 2100 建設資材

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3-2700大阪駅前第3ビル27階 2100 建設資材

（株）ダイモン 山口県防府市佐波一丁目6番10号 2100 建設資材

東和スポーツ施設（株） 京都府京都市左京区北白川下池田町79番地1 2100 建設資材

（株）内藤ハウス 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東２－１６日刊工業新聞社ビル７階 2100 建設資材

光工業（株） 京都府京都市伏見区竹田中島町5番地 2100 建設資材

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 2100 建設資材

日之出水道機器（株） 京都営業所 京都府京都市南区西九条豊田町4番 2100 建設資材

富士産業（株） 京滋支店 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町39番地 2100 建設資材

丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町674番地 2100 建設資材

（合）満帆実業 奈良県生駒市高山町4085 2100 建設資材

（株）ミヤゲン 福井県敦賀市山泉7号15-3 2100 建設資材

メタウォーター（株） 関西営業部 大阪府大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル 2100 建設資材

（株）キクテック 大阪支店 大阪府東大阪市横小路町6丁目10番4号 2200 交通

（株）トーテック 大阪府大阪市東成区中本五丁目2番33号 2200 交通

（合）満帆実業 奈良県生駒市高山町4085 2200 交通

青野スポーツ施設（株） 大阪府守口市文園町5番19号 2300 その他物品

アマノマネジメントサービス（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目6番17号 2300 その他物品

（株）アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号 2300 その他物品
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石垣メンテナンス（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3-31 2300 その他物品

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番地 2300 その他物品

（株）ウォーターテック 関西支店 大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 2300 その他物品

（株）ＮＴＴドコモ 関西支社　 大阪府大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 2300 その他物品

（株）エルコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－２０花原第７ビル２階 2300 その他物品

（株）エンジニアサカウエ 大阪府高槻市宮野町12番20号 2300 その他物品

（株）大阪オートマティック・サービス 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 2300 その他物品

大阪ガスセキュリティサービス（株） 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目6-35 2300 その他物品

大塚オーミ陶業（株） 西日本支店 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番21号 2300 その他物品

沖電気工業（株） 京都支店 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５７７番地２ 2300 その他物品

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 2300 その他物品

（株）関電パワーテック 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル 2300 その他物品

（株）協働管財 大阪営業所 大阪府大阪市北区同心1-10-2 2300 その他物品

キンパイ商事（株） 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号ＳＯＲＡ新大阪21・1401室 2300 その他物品

（株）倉本産業 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 2300 その他物品

グローリー（株） 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-9 2300 その他物品

（株）コトブキ 京都営業所 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1シード山科中央ビル4階 2300 その他物品

コトブキシーティング（株） 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー15階 2300 その他物品

（株）三光エンジニアリング 京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 2300 その他物品

（株）三進ろ過工業 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目22番2号 2300 その他物品

新興弁栓（株） 大阪府大阪市西区新町3丁目13-4 2300 その他物品

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 2300 その他物品

（株）スローフォワード 大阪府東大阪市若江東町2丁目7番3-901 2300 その他物品

（株）成研 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 2300 その他物品

（有）西濃選挙サービス 岐阜県大垣市東町1丁目215番地4 2300 その他物品

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目5-1 2300 その他物品

（株）選挙設備関西 大阪府茨木市南春日丘7丁目2番9号 2300 その他物品

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２丁目191番地1 2300 その他物品

（株）丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町3番1号 2300 その他物品

司電機産業（株） 大阪府枚方市春日北町１丁目１３番６号 2300 その他物品

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ 2300 その他物品

（株）トーハン 図書館事業部 東京都新宿区東五軒町6番24号 2300 その他物品

長野ポンプ（株） 石川県金沢市浅野本町口145番地 2300 その他物品

（株）ナカムラ消防化学 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目2番37号 2300 その他物品

（株）中村製作所 千葉県松戸市小山５１０番地 2300 その他物品

（株）日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号 2300 その他物品

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1-5-10 2300 その他物品

日本船舶薬品（株） 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 2300 その他物品

（有）日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢2996-2 2300 その他物品

（株）日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦町一丁目６番１８号J・伊藤ビル４階 2300 その他物品

（株）日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1-34 2300 その他物品

日本データカード（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス31Ｆ 2300 その他物品

（株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3-4 2300 その他物品

（株）東山 京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 2300 その他物品

ヒカリ（株） 神奈川県小田原市根府川625番地の７ 2300 その他物品
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光工業（株） 京都府京都市伏見区竹田中島町5番地 2300 その他物品

（株）日立ビルシステム 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 2300 その他物品

平岡旗製造（株） 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18 2300 その他物品

税理士法人　広瀬 京都府京都市中京区両替町通押小路上る金吹町465番地 2300 その他物品

船山（株） 新潟県長岡市稲保四丁目713番2 2300 その他物品

（株）ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町2丁目6番2号日本ビル9階 2300 その他物品

（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1 2300 その他物品

丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町674番地 2300 その他物品

（株）宮本工業所 富山県富山市奥田新町12-3 2300 その他物品

（株）向田工業所 静岡県藤枝市岡部町岡部1826番1 2300 その他物品

（株）モリタ 京都府城陽市富野南清水７６番地 2300 その他物品

（株）モリタテクノス 西日本営業部 兵庫県三田市テクノパーク３２ 2300 その他物品

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号　 2300 その他物品

（株）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 2300 その他物品

（株）洛南エンジニアリング 京都府宇治市菟道田中34番地の5 2300 その他物品

ラサ商事（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2大阪中之島ビル 2300 その他物品

（株）リンレイサービス 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 2300 その他物品

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丁目6-23 2300 その他物品

（株）ＩＥＭ 大阪支店 大阪府大阪市中央区船場中央3丁目2番船場センタービル8号館322号 2400 役務（清掃）

（株）愛知スイミング 愛知県春日井市六軒屋町三丁目10番16 2400 役務（清掃）

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 2400 役務（清掃）

アマノマネジメントサービス（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目6番17号 2400 役務（清掃）

イオンディライト（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 2400 役務（清掃）

（株）ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーションセンター 大阪府吹田市広芝町10番28号 2400 役務（清掃）

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町２丁目９０番地５ 2400 役務（清掃）

（株）エムライン 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 2400 役務（清掃）

（株）大阪環境 大阪府守口市佐太中町三丁目1-21 2400 役務（清掃）

管清工業（株） 京滋営業所 京都府城陽市長池北清水112-2-102 2400 役務（清掃）

（株）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 2400 役務（清掃）

（株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目6番20号 2400 役務（清掃）

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿６－５－１ 2400 役務（清掃）

西戸崎興産（株） 関西営業所 大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6－105号 2400 役務（清掃）

（株）サンアメニティ 大阪支社 大阪府大阪市中央区南新町2-3-7 2400 役務（清掃）

（株）サンクリーンビルサービス 京都府京都市南区吉祥院這登西町21-3 2400 役務（清掃）

（株）三光エンジニアリング 京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 2400 役務（清掃）

（株）サンスイ 大阪支店 大阪府大阪市北区芝田２丁目５番１４号 2400 役務（清掃）

（株）ＪＲ西日本メンテック 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-44 2400 役務（清掃）

（株）城南開発興業 京都府八幡市八幡軸68番地7 2400 役務（清掃）

水中エンジニアリング（株） 大阪府豊中市東寺内町17番7 2400 役務（清掃）

（株）ダイキアクシス 大阪支店 大阪府豊中市庄内西町5-1-19 2400 役務（清掃）

（株）高浄 大阪府高槻市須賀町47番19号 2400 役務（清掃）

（株）テクアノーツ 中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地 2400 役務（清掃）

（株）トクスイ 大阪営業所 大阪府堺市堺区向陵東町1丁目9番5号104 2400 役務（清掃）

（株）南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島2715番地43 2400 役務（清掃）

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1-5-10 2400 役務（清掃）
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日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目1-1神戸メリケンビル３０４号 2400 役務（清掃）

藤野興業（株） 大阪府富田林市山中田町一丁目11番8号 2400 役務（清掃）

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島NBFタワー１７階　 2400 役務（清掃）

（株）水処理管理センター 大阪府大阪市北区南森町一丁目4番10号 2400 役務（清掃）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-16船場オーセンビル4階 2400 役務（清掃）

（株）リンレイサービス 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 2400 役務（清掃）

大阪ガスセキュリティサービス（株） 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目6-35 2500 役務（警備）

（株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目6番20号 2500 役務（警備）

（株）サンアメニティ大阪 大阪府大阪市中央区南新町二丁目3番7号 2500 役務（警備）

（株）スポーツプラザ報徳 神奈川県小田原市堀之内458 2500 役務（警備）

（株）スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台2丁目37-1 2500 役務（警備）

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目5-1 2500 役務（警備）

（株）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 2500 役務（警備）

（株）サンアメニティ 大阪支社 大阪府大阪市中央区南新町2-3-7 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）ＪＲ西日本メンテック 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-44 2600 役務（消毒・害虫駆除）

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1-5-10 2600 役務（消毒・害虫駆除）

（株）ＩＥＭ 大阪支店 大阪府大阪市中央区船場中央3丁目2番船場センタービル8号館322号 2700 役務（保守管理）

（株）愛知スイミング 愛知県春日井市六軒屋町三丁目10番16 2700 役務（保守管理）

暁保全 京都府京都市右京区太秦馬塚町25-1-303 2700 役務（保守管理）

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 2700 役務（保守管理）

浅野アタカ（株） 大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番28号 2700 役務（保守管理）

アズビル（株） ビルシステムカンパニー関西支社 大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 2700 役務（保守管理）

（株）アルファテクノ 大阪府河内長野市日東町11-8 2700 役務（保守管理）

イオンディライト（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 2700 役務（保守管理）

石垣メンテナンス（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3-31 2700 役務（保守管理）

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号箕面千里ビル 2700 役務（保守管理）

（株）ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーションセンター 大阪府吹田市広芝町10番28号 2700 役務（保守管理）

（株）ウォーターテック 関西支店 大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 2700 役務（保守管理）

内田工業（株） 愛知県名古屋市中川区好本町3丁目67 2700 役務（保守管理）

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 関西支店 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 2700 役務（保守管理）

（株）エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町一丁目1播3号 2700 役務（保守管理）

エナジーシステムサービスジャパン（株） 関西営業所 大阪府大阪市北区大淀中五丁目14番31号 2700 役務（保守管理）

ＮＥＣネッツエスアイ（株）　 京滋支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 2700 役務（保守管理）

（株）荏原製作所 西大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 2700 役務（保守管理）

（株）エムティアイ 大阪府大阪市此花区酉島二丁目2-8 2700 役務（保守管理）

（株）エムライン 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 2700 役務（保守管理）

（株）エルコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－２０花原第７ビル２階 2700 役務（保守管理）

ＯＥＳアクアフオーコ（株） 兵庫県豊岡市神美台157番76 2700 役務（保守管理）

大阪瓦斯（株） エナジーソリューション事業部 大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号 2700 役務（保守管理）

（有）大阪金剛 兵庫県尼崎市立花町2丁目14番9-2号 2700 役務（保守管理）

ＯＫＩクロステック（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 2700 役務（保守管理）

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 2700 役務（保守管理）

関西日立（株） 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番7号肥後橋シミズビル4階 2700 役務（保守管理）

（株）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 2700 役務（保守管理）

（株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目6番20号 2700 役務（保守管理）
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北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地15番32号 2700 役務（保守管理）

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿６－５－１ 2700 役務（保守管理）

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二丁目14番10号 2700 役務（保守管理）

（株）協働管財 大阪営業所 大阪府大阪市北区同心1-10-2 2700 役務（保守管理）

京都エレベータ（株） 京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457番地 2700 役務（保守管理）

京都電業（株） 京都府京都市右京区西院六反田町53 2700 役務（保守管理）

極東サービス（株） 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号 2700 役務（保守管理）

桐田機工（株） 京都府京都市山科区大宅御供田町193-4 2700 役務（保守管理）

近畿電気消防保安（株） 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 2700 役務（保守管理）

クボタ環境エンジニアリング（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 2700 役務（保守管理）

クマリフト（株） 京都営業所 京都府京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町747番地の32 2700 役務（保守管理）

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 2700 役務（保守管理）

京滋オート・ドアー（株） 京都府京都市南区吉祥院西浦町111番地の1 2700 役務（保守管理）

光伸（株） 京滋営業所 京都府八幡市下奈良野神24-1 2700 役務（保守管理）

（株）コトブキ 京都営業所 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1シード山科中央ビル4階 2700 役務（保守管理）

コトブキシーティング（株） 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー15階 2700 役務（保守管理）

金剛（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10新伏見町ビル2階 2700 役務（保守管理）

（株）サンアメニティ 大阪支社 大阪府大阪市中央区南新町2-3-7 2700 役務（保守管理）

三協エアテック（株） 大阪府大阪市北区芝田2丁目5番6号 2700 役務（保守管理）

（株）サンクリーンビルサービス 京都府京都市南区吉祥院這登西町21-3 2700 役務（保守管理）

（株）三光エンジニアリング 京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 2700 役務（保守管理）

三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15-26 2700 役務（保守管理）

（株）三進ろ過工業 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目22番2号 2700 役務（保守管理）

サンテクノサービス（株） 大阪府大阪市北区南森町2丁目4-32 2700 役務（保守管理）

三和エレベータサービス（株） 京都府京都市中京区間之町通二条上る夷町575番地 2700 役務（保守管理）

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 京滋支店 京都府京都市伏見区竹田段川原町236　竹田駅前第一ビル 2700 役務（保守管理）

（株）ＧＳユアサ 京都営業所 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 2700 役務（保守管理）

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 関西支店 大阪府大阪市北区天満1-6-11 2700 役務（保守管理）

（株）ジェイエスキューブ 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町二丁目３番１０号 2700 役務（保守管理）

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 近畿支店 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番19号四ツ橋スタービル9階 2700 役務（保守管理）

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 2700 役務（保守管理）

ジャトー（株） 大阪府大阪市北区末広町1-22 2700 役務（保守管理）

ジャパンエレベーターサービス関西（株） 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-14 2700 役務（保守管理）

ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカス２７階 2700 役務（保守管理）

（株）水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-23-5 2700 役務（保守管理）

水中エンジニアリング（株） 大阪府豊中市東寺内町17番7 2700 役務（保守管理）

水道機工（株） 大阪支店 大阪府吹田市江坂町1丁目23-26 2700 役務（保守管理）

（株）スポーツプラザ報徳 神奈川県小田原市堀之内458 2700 役務（保守管理）

（株）成研 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 2700 役務（保守管理）

西菱電機（株） 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号東洋紡ビル4F 2700 役務（保守管理）

世界産業（株） 大阪府泉佐野市南中樫井473番地の1 2700 役務（保守管理）

第一環境（株） 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 2700 役務（保守管理）

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号 2700 役務（保守管理）

（株）ダイキアクシス 大阪支店 大阪府豊中市庄内西町5-1-19 2700 役務（保守管理）

大新東（株） 京都営業所 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1SEED山科中央ビル3F303号室 2700 役務（保守管理）
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Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 西日本支社 兵庫県尼崎市猪名寺三丁目2番10号 2700 役務（保守管理）

タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原1787-1 2700 役務（保守管理）

（株）高浄 大阪府高槻市須賀町47番19号 2700 役務（保守管理）

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２丁目191番地1 2700 役務（保守管理）

司電機産業（株） 大阪府枚方市春日北町１丁目１３番６号 2700 役務（保守管理）

都築テクノサービス（株） 京都支店 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1古川勘ﾋﾞﾙ８階 2700 役務（保守管理）

都築電気（株） 大阪オフィス　ソリューションビジネス本部第三コミュニケーション営業統括部 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2　 2700 役務（保守管理）

（株）ＴＳエンジニアリング 京都府京都市右京区西京極大門町24番地1 2700 役務（保守管理）

ティーメディクス（株） 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 2700 役務（保守管理）

（株）データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目１－１ 2700 役務（保守管理）

テラル（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号信濃橋三井ビルディング３Ｆ 2700 役務（保守管理）

東芝インフラシステムズ（株） 関西支社 大阪府大阪市北区角田町8番1号 2700 役務（保守管理）

東芝エレベータ（株） 関西支社 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番地43 2700 役務（保守管理）

東芝通信インフラシステムズ（株） 関西支店 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号 2700 役務（保守管理）

東和スポーツ施設（株） 京都府京都市左京区北白川下池田町79番地1 2700 役務（保守管理）

（株）トーテック 大阪府大阪市東成区中本五丁目2番33号 2700 役務（保守管理）

（株）トーヨーコーポレーション 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目21番35号 2700 役務（保守管理）

（株）中西製作所 京都営業所 京都府京都市伏見区竹田田中宮町15番地 2700 役務（保守管理）

西日本電気システム（株） 大阪府吹田市南吹田一丁目５番２５号 2700 役務（保守管理）

（株）西原環境 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 2700 役務（保守管理）

日本オーチス・エレベータ（株） 京都支店 京都府京都市南区上鳥羽大物町28 2700 役務（保守管理）

日本光電工業（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー６階 2700 役務（保守管理）

日本データカード（株） 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス31Ｆ 2700 役務（保守管理）

日本電技（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島六丁目2-40 2700 役務（保守管理）

日本無線（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 2700 役務（保守管理）

（株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3-4 2700 役務（保守管理）

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 近畿支店 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 2700 役務（保守管理）

パナソニックコネクト（株） 現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5-41 2700 役務（保守管理）

（株）日立国際電気 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 2700 役務（保守管理）

（株）日立ビルシステム 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 2700 役務（保守管理）

ピツニーボウズジャパン（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13　大阪国際ビルディング 2700 役務（保守管理）

ヒビノスペーステック（株） 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北浜２－５－１３北浜平和ビル7階 2700 役務（保守管理）

（株）ファノバ 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200 2700 役務（保守管理）

（株）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 2700 役務（保守管理）

（株）フジカワ 三重県伊賀市緑ケ丘本町1674-1 2700 役務（保守管理）

フジ地中情報（株） 大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号 2700 役務（保守管理）

（株）富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部 大阪府松原市西野々2丁目1番45号 2700 役務（保守管理）

富士通ネットワークソリューションズ（株） 関西事業所 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 2700 役務（保守管理）

フジテック（株） 京滋支店 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町82番地京都恒和ビル 2700 役務（保守管理）

不二熱学サービス（株） 京都支店 京都府京都市右京区西院六反田町31-2 2700 役務（保守管理）

富士フイルムメディカル（株） 関西支社 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番１号 2700 役務（保守管理）

扶桑電通（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535日土地京都ビル 2700 役務（保守管理）

文化シヤッターサービス（株） 関西サービス支店 大阪府東大阪市長田東一丁目3番28号 2700 役務（保守管理）

（株）松村電機製作所 関西支店 大阪府大阪市北区天満二丁目12-16 2700 役務（保守管理）

丸善雄松堂（株） 経理・財務部 東京都港区海岸一丁目9番18号 2700 役務（保守管理）
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三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 2700 役務（保守管理）

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島NBFタワー１７階　 2700 役務（保守管理）

（株）水処理管理センター 大阪府大阪市北区南森町一丁目4番10号 2700 役務（保守管理）

三菱プレシジョン（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 2700 役務（保守管理）

宮野医療器（株） 京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 2700 役務（保守管理）

（株）明光商会 大阪支店 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 2700 役務（保守管理）

名三工業（株） 愛知県名古屋市千種区内山一丁目23番7号 2700 役務（保守管理）

（株）明電エンジニアリング 関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目1番1号 2700 役務（保守管理）

メタウォーター（株） 関西営業部 大阪府大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル 2700 役務（保守管理）

税理士法人　森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町456番地第2森田ビル4階 2700 役務（保守管理）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-16船場オーセンビル4階 2700 役務（保守管理）

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪支社 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号　 2700 役務（保守管理）

横河ソリューションサービス（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 2700 役務（保守管理）

（株）洛南エンジニアリング 京都府宇治市菟道田中34番地の5 2700 役務（保守管理）

ラサ商事（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2大阪中之島ビル 2700 役務（保守管理）

理想科学工業（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町538ヤサカ鳥丸御池ビル6階 2700 役務（保守管理）

キングラン関西（株） 大阪府吹田市南吹田五丁目1番12号 2800 役務（クリーニング）

（株）小山商会 京都営業所 京都府久世郡久御山町大橋辺8-5 2800 役務（クリーニング）

（株）ニック 大阪府豊中市名神口３丁目7-14 2800 役務（クリーニング）

前川（株） 大阪府東大阪市御厨東1丁目3番42号 2800 役務（クリーニング）

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 2800 役務（クリーニング）

アサヒプリテック（株） 神戸事業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 2900 役務（廃棄物処理）

（有）川崎商店 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番45号 2900 役務（廃棄物処理）

（株）カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 2900 役務（廃棄物処理）

興栄商事（株） 中部事業所 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング２５階2520号室 2900 役務（廃棄物処理）

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号 2900 役務（廃棄物処理）

（株）ダイカン 大阪府大阪市鶴見区焼野3丁目2番79号 2900 役務（廃棄物処理）

テックス・カンポ（株） 京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地 2900 役務（廃棄物処理）

（株）南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島2715番地43 2900 役務（廃棄物処理）

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号 2900 役務（廃棄物処理）

三池製錬（株） 福岡県大牟田市新開町２番地１ 2900 役務（廃棄物処理）

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 2900 役務（廃棄物処理）

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島NBFタワー１７階　 2900 役務（廃棄物処理）

ＡＮＡあきんど（株） 京都支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング６階 3000 役務（運搬業務）

ＮＴＴタウンページ（株） ソリューション営業部 東京都中野区中央3丁目24番9号 3000 役務（運搬業務）

関電サービス（株） 大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号 3000 役務（運搬業務）

日本旅行ビジネスソリューションズ（株） 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号大阪駅前第４ビル１２階 3000 役務（運搬業務）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号 3000 役務（運搬業務）

（株）アール・シー・エス 香川県高松市錦町一丁目4番37号 3100 役務（情報処理）

愛知時計電機（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目22-5 3100 役務（情報処理）

（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町21 3100 役務（情報処理）

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 3100 役務（情報処理）

（株）アイネス 関西支社 大阪府大阪市中央区本町二丁目５番７号メットﾗｲﾌ本町スクエア 3100 役務（情報処理）

アサミ情報システム（株） 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 3100 役務（情報処理）

アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 3100 役務（情報処理）
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（株）アドム 愛知県津島市愛宕町４丁目４番地１ 3100 役務（情報処理）

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号 3100 役務（情報処理）

（株）アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号 3100 役務（情報処理）

EY新日本有限責任監査法人 EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町有楽町一丁目１番２号 3100 役務（情報処理）

（株）石川コンピュータ・センター 大阪支店 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目２０番５号大阪京橋ビルディング3F 3100 役務（情報処理）

（株）イセトー 京都営業部 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552　　　　　 3100 役務（情報処理）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１部 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 3100 役務（情報処理）

（株）インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 3100 役務（情報処理）

（株）インテック 行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号フォーキャスト堺筋本町ビル 3100 役務（情報処理）

（株）インフォマティクス 大阪営業所 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 3100 役務（情報処理）

（株）ウェルクル 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6サン北浜ビル4F 3100 役務（情報処理）

（株）内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町二丁目2-2 3100 役務（情報処理）

（株）エクス 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地 3100 役務（情報処理）

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 京都営業所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 3100 役務（情報処理）

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一丁目１８番７号 3100 役務（情報処理）

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 関西支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目4-24 3100 役務（情報処理）

ＮＥＣネッツエスアイ（株）　 京滋支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 3100 役務（情報処理）

ＮＣＳ＆Ａ（株） 大阪府大阪市中央区城見一丁目３番７号松下IMPビル 3100 役務（情報処理）

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 東京都新宿区新宿二丁目13番12号 3100 役務（情報処理）

ＮＴＴタウンページ（株） ソリューション営業部 東京都中野区中央3丁目24番9号 3100 役務（情報処理）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 3100 役務（情報処理）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ信越 長野県長野市七瀬中町１６１番地１ 3100 役務（情報処理）

（株）ＮＴＴドコモ 関西支社　 大阪府大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 3100 役務（情報処理）

（株）オーイーシー 大分県大分市東春日町17番57号 3100 役務（情報処理）

（有）ＯＭＫ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11上野BRビル 3100 役務（情報処理）

（株）オークス 東京都渋谷区代々木２丁目4番9号 3100 役務（情報処理）

沖電気工業（株） 京都支店 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５７７番地２ 3100 役務（情報処理）

（株）オプティマ 東京都品川区大崎三丁目5番2号 3100 役務（情報処理）

（株）オプテージ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 3100 役務（情報処理）

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番 3100 役務（情報処理）

環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4-2 3100 役務（情報処理）

（株）関西計画技術研究所 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号 3100 役務（情報処理）

関西データシステム（株） 大阪府大阪市西区江之子島1-7-3 3100 役務（情報処理）

関西レコードマネジメント（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 3100 役務（情報処理）

カンゼ航測（株） 大阪府大阪市中央区南船場1丁目7-8 3100 役務（情報処理）

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 3100 役務（情報処理）

キートンコンサルティング（株） 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階 3100 役務（情報処理）

（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 3100 役務（情報処理）

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 3100 役務（情報処理）

（株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 3100 役務（情報処理）

北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地15番32号 3100 役務（情報処理）

（株）京信システムサービス 京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 3100 役務（情報処理）

（株）ぎょうせい 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 3100 役務（情報処理）

行政システム（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 3100 役務（情報処理）

京セラコミュニケーションシステム（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 3100 役務（情報処理）
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共同印刷西日本（株） 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1番2号 3100 役務（情報処理）

京都工業（株） 京都府京都市伏見区深草下横縄町１５ 3100 役務（情報処理）

京都電子計算（株） 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地 3100 役務（情報処理）

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番11号上野BRビル 3100 役務（情報処理）

（株）ケイズ 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474番地 3100 役務（情報処理）

（株）ケーケーシー情報システム 京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の3 3100 役務（情報処理）

（一財）建築行政情報センター 東京都新宿区神楽坂1-15 3100 役務（情報処理）

興栄商事（株） 中部事業所 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング２５階2520号室 3100 役務（情報処理）

（株）公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 3100 役務（情報処理）

（株）広済堂ネクスト 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1興銀ビル2F 3100 役務（情報処理）

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号 3100 役務（情報処理）

国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目7-3 3100 役務（情報処理）

（株）五星 関西支社 大阪府大阪市東成区中道3-17-12 3100 役務（情報処理）

コニカミノルタ（株） デジタルワークプレイス事業本部自治体DX推進部 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 3100 役務（情報処理）

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 3100 役務（情報処理）

小林クリエイト（株） 京都営業所 京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2五条久保田ビル8F 3100 役務（情報処理）

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 3100 役務（情報処理）

シー・システム（株） 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番６号 3100 役務（情報処理）

（株）Ｇ－Ｐｌａｃｅ 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号住友生命新大阪北ビル13F 3100 役務（情報処理）

（株）ジェイエスキューブ 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町二丁目３番１０号 3100 役務（情報処理）

ジェイエムシー（株） 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島7-20-1ＫＭ西梅田ビル14Ｆ 3100 役務（情報処理）

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 3100 役務（情報処理）

（株）ＧＥＯソリューションズ 兵庫県西宮市和上町１番３１号 3100 役務（情報処理）

（株）ジオテクノ関西 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30ＯＡＰタワー29Ｆ 3100 役務（情報処理）

（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町５丁目４番地 3100 役務（情報処理）

（株）システム環境研究所 大阪事務所 大阪府吹田市広芝町5番4号 3100 役務（情報処理）

（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番地 3100 役務（情報処理）

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル 3100 役務（情報処理）

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番72号 3100 役務（情報処理）

ジャトー（株） 大阪府大阪市北区末広町1-22 3100 役務（情報処理）

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 3100 役務（情報処理）

昭和（株） 京都営業所 京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633 3100 役務（情報処理）

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル５F 3100 役務（情報処理）

（株）人財バンク 京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１江後経営ビル 3100 役務（情報処理）

（株）新日本コンサルタント 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町４丁目４番24号住友生命本町第２ビル５階 3100 役務（情報処理）

（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三丁目６番１号京阪神御堂筋ビル14階 3100 役務（情報処理）

（株）総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 3100 役務（情報処理）

（株）ソラスト 京滋支社 京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地日本生命四条大宮ビル４階 3100 役務（情報処理）

ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町一丁目4番地24 3100 役務（情報処理）

第一環境（株） 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 3100 役務（情報処理）

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目11番17号 3100 役務（情報処理）

大和不動産鑑定（株） 京都支社 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 3100 役務（情報処理）

（株）丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町3番1号 3100 役務（情報処理）

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番2-11-5 3100 役務（情報処理）

中外テクノス（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 3100 役務（情報処理）
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都築電気（株） 大阪オフィス　ソリューションビジネス本部第三コミュニケーション営業統括部 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2　 3100 役務（情報処理）

ＤＩＲインフォメーションシステムズ（株） 公共システム本部 東京都江東区冬木１５番６号 3100 役務（情報処理）

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 3100 役務（情報処理）

（株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21-35広島ミクシスビル 3100 役務（情報処理）

東京インタープレイ（株） 東京都中央区日本橋二丁目10番8号 3100 役務（情報処理）

東京書籍（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4-10 3100 役務（情報処理）

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町1005番地 3100 役務（情報処理）

東芝デジタルソリューションズ（株） 関西支社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 3100 役務（情報処理）

（株）トーテック 大阪府大阪市東成区中本五丁目2番33号 3100 役務（情報処理）

（株）トーハン 図書館事業部 東京都新宿区東五軒町6番24号 3100 役務（情報処理）

（株）ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号三宮グランドビル5F 3100 役務（情報処理）

（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号 3100 役務（情報処理）

ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市天白区野並2丁目213番地 3100 役務（情報処理）

中日本航空（株） 大阪支店 大阪府八尾市空港2丁目12番地 3100 役務（情報処理）

ナカバヤシ（株） 大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 3100 役務（情報処理）

（株）ナニワ計算センター 大阪府大阪市中央区博労町二丁目4番11号中博ビル内 3100 役務（情報処理）

（株）ニッセイコム 公共システム事業部 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 3100 役務（情報処理）

日本事務器（株） 京都営業所 京都府京都市下京区北不動堂町480番地 3100 役務（情報処理）

（株）日本海コンサルタント 関西支店 大阪府大阪市中央区南新町１丁目１番１号 3100 役務（情報処理）

（一財）日本気象協会 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2 3100 役務（情報処理）

（株）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 3100 役務（情報処理）

日本システム技術（株） 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 3100 役務（情報処理）

日本情報通信（株） 京都府京都市伏見区竹田藁屋町75番地 3100 役務（情報処理）

日本電子計算（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 3100 役務（情報処理）

日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須4丁目11-50 3100 役務（情報処理）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 3100 役務（情報処理）

（株）日本メディカ 東京都日野市高幡507番地4-413 3100 役務（情報処理）

日本旅行ビジネスソリューションズ（株） 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号大阪駅前第４ビル１２階 3100 役務（情報処理）

Ｎｅｘｔ－ｉ（株）  名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35番22号 3100 役務（情報処理）

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番３号 3100 役務（情報処理）

（株）パクス 佐賀県鳥栖市藤木町10番地30 3100 役務（情報処理）

パナソニックコネクト（株） 現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5-41 3100 役務（情報処理）

（株）日立システムズ 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 3100 役務（情報処理）

ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 3100 役務（情報処理）

フィルムルックス（株） 東京都新宿区山吹町130番地16 3100 役務（情報処理）

フジ地中情報（株） 大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号 3100 役務（情報処理）

富士通Ｊａｐａｎ（株） 京都支社 京都府京都市下京区立売東町1京都フコク生命四条柳馬場ビル 3100 役務（情報処理）

富士通ネットワークソリューションズ（株） 関西事業所 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 3100 役務（情報処理）

富士フイルムシステムサービス（株） 公共事業本部　関西支店 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 3100 役務（情報処理）

扶桑電通（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535日土地京都ビル 3100 役務（情報処理）

（株）フューチャーイン 関西支店 兵庫県神戸市中央区京町74京町74番ビル9F 3100 役務（情報処理）

（株）武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号 3100 役務（情報処理）

（株）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座2丁目4番23号 3100 役務（情報処理）

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号 3100 役務（情報処理）

（株）松坂電子計算センター 三重県松阪市石津町字地藏裏353番地１ 3100 役務（情報処理）
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（株）松本コンサルタント 紀和支店 和歌山県岩出市岡田716番地3 3100 役務（情報処理）

（株）三重電子計算センター 三重県津市桜橋二丁目177番地3 3100 役務（情報処理）

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13 3100 役務（情報処理）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪 大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 3100 役務（情報処理）

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 3100 役務（情報処理）

名北ワード（株） 岐阜県各務原市鵜沼羽場町五丁目176 3100 役務（情報処理）

（株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 3100 役務（情報処理）

税理士法人　森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町456番地第2森田ビル4階 3100 役務（情報処理）

（株）ヤマイチテクノ 大阪府大阪市西区靱本町二丁目4番8号 3100 役務（情報処理）

（株）大和速記情報センター 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 3100 役務（情報処理）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号淀屋橋三井ビルディング 3100 役務（情報処理）

ユーザックシステム（株） 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10JPビル」3F 3100 役務（情報処理）

（株）夢工房 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目1番9号TSKK神戸4階 3100 役務（情報処理）

横河ソリューションサービス（株） 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 3100 役務（情報処理）

吉尾会計事務所 奈良県奈良市高天町10-1T.T.ビル505 3100 役務（情報処理）

（株）リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 3100 役務（情報処理）

（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 3100 役務（情報処理）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号 3100 役務（情報処理）

（株）アール・アイ・エー 大阪支社 大阪府大阪市北区堂山町3-3 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ＩＥＭ 大阪支店 大阪府大阪市中央区船場中央3丁目2番船場センタービル8号館322号 3200 役務（検査・分析・調査）

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクアリサーチ 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番3号812号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクセス 京都営業所 京都府木津川市木津瓦屋18番地8 3200 役務（検査・分析・調査）

アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 3200 役務（検査・分析・調査）

EY新日本有限責任監査法人 EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町有楽町一丁目１番２号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）イビソク 関西支店 京都府京都市伏見区竹田田中殿町86番地 3200 役務（検査・分析・調査）

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号箕面千里ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エヌ・イーサポート 大阪支店 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目4番10号 3200 役務（検査・分析・調査）

エヌエス環境（株） 西日本支社　 大阪府吹田市垂水町2-36-27 3200 役務（検査・分析・調査）

ＮＴＴタウンページ（株） ソリューション営業部 東京都中野区中央3丁目24番9号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）エムライン 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 3200 役務（検査・分析・調査）

（有）ＯＭＫ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11上野BRビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）オフィス・オルタナティブ 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2番25号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町129番地１ 3200 役務（検査・分析・調査）

環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4-2 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）関西計画技術研究所 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ぎょうせい 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 3200 役務（検査・分析・調査）

（一社）京都微生物研究所 京都府京都市山科区川田御出町3番地の4 3200 役務（検査・分析・調査）

京都みやこ税理士法人 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町183番地の1オフィス5-2F 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番11号上野BRビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）コスモリサーチ 大阪支店 大阪府大阪市住吉区長居4丁目12番21号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）五星 関西支社 大阪府大阪市東成区中道3-17-12 3200 役務（検査・分析・調査）
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コニカミノルタ（株） BIC－Japan 東京都港区芝浦１丁目1-1　浜松町ビルディング 3200 役務（検査・分析・調査）

コニカミノルタ（株） デジタルワークプレイス事業本部自治体DX推進部 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 3200 役務（検査・分析・調査）

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）サーベイリサーチセンター 大阪事務所 大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）サンスイ 大阪支店 大阪府大阪市北区芝田２丁目５番１４号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）シィー・ディー・アイ 京都府京都市中京区夷川通室町東入巴町83番地 3200 役務（検査・分析・調査）

ジェイエムシー（株） 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島7-20-1ＫＭ西梅田ビル14Ｆ 3200 役務（検査・分析・調査）

（社）システム科学研究所 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428番地新町アイエスビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）システム環境研究所 大阪事務所 大阪府吹田市広芝町5番4号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（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番地5西京極駅前ビル6階 3200 役務（検査・分析・調査）

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

昭和（株） 京都営業所 京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）新日本コンサルタント 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町４丁目４番24号住友生命本町第２ビル５階 3200 役務（検査・分析・調査）

水道テクニカルサービス（株） 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45大高ビル3Ｆ 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）杉原設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-14犬飼ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）西播設計 京都支店 京都府福知山市昭和町７７番地―１８号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）総合保健センター 岐阜県可児市川合136番地8 3200 役務（検査・分析・調査）

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町123-1 3200 役務（検査・分析・調査）

大和不動産鑑定（株） 京都支社 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町3番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１０番２号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）地域社会研究所 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町228番地ｱｵｲﾋﾞﾙ 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番2-11-5 3200 役務（検査・分析・調査）

地中エンジニアリング（株） 大阪営業所 大阪府大阪市北区西天満三丁目13番18号 3200 役務（検査・分析・調査）

中外テクノス（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 3200 役務（検査・分析・調査）

帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21-35広島ミクシスビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）テクアノーツ 中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）テスコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目３番２4号北白石ビル西館４Ｆ 3200 役務（検査・分析・調査）

東京書籍（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4-10 3200 役務（検査・分析・調査）

東京テクニカル・サービス（株） 西日本支店　 兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目3番18号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）東光コンサルタンツ 大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番15号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）東和テクノロジー 関西支店 大阪府大阪市淀川区木川東２丁目４番１０号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）トクスイ 大阪営業所 大阪府堺市堺区向陵東町1丁目9番5号104 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）都市空間研究所 大阪府大阪市西区西本町１丁目９番１８号 3200 役務（検査・分析・調査）

長瀬ランダウア（株） 茨城県つくば市諏訪Ｃ22街区1 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）西日本水道センター 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目10番9号 3200 役務（検査・分析・調査）

日進設備工業（株） 高知県高知市百石町４丁目１１番６号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本医薬総合研究所 東京都千代田区丸の内1-9-1　　　　　　　グラントウキョウノースタワー39階 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本海コンサルタント 関西支店 大阪府大阪市中央区南新町１丁目１番１号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本開発研究所三重 三重県津市広明町１２１番地の２ 3200 役務（検査・分析・調査）

（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 3200 役務（検査・分析・調査）
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（株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町3-11-15　アーバンネット岩本町ビル3階 3200 役務（検査・分析・調査）

（一財）日本気象協会 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2 3200 役務（検査・分析・調査）

日本システム技術（株） 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 3200 役務（検査・分析・調査）

日本情報通信（株） 京都府京都市伏見区竹田藁屋町75番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本都市計画研究所 京都府京都市左京区下鴨森本町25番地の1 3200 役務（検査・分析・調査）

日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須4丁目11-50 3200 役務（検査・分析・調査）

日本旅行ビジネスソリューションズ（株） 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号大阪駅前第４ビル１２階 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本レップス 関西営業所 大阪府門真市新橋町12番18号三松マンション505 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）日本漏防コンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目17番5号219 3200 役務（検査・分析・調査）

Ｎｅｘｔ－ｉ（株）  名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35番22号 3200 役務（検査・分析・調査）

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番３号 3200 役務（検査・分析・調査）

ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）東山 京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 3200 役務（検査・分析・調査）

フジ地中情報（株） 大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号 3200 役務（検査・分析・調査）

フジテコム（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ブレインファーム 大阪府大阪市西区京町堀一丁目6番2号肥後橋ルーセントビル4F 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）プレック研究所 大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目14-15 3200 役務（検査・分析・調査）

（一社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町447番地 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング 3200 役務（検査・分析・調査）

ペンタフ（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目7番10号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）法研関西 大阪府大阪市北区天神西町8番19号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）松本コンサルタント 紀和支店 和歌山県岩出市岡田716番地3 3200 役務（検査・分析・調査）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪 大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 3200 役務（検査・分析・調査）

名北ワード（株） 岐阜県各務原市鵜沼羽場町五丁目176 3200 役務（検査・分析・調査）

（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 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ＵＲリンケージ 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 3200 役務（検査・分析・調査）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号淀屋橋三井ビルディング 3200 役務（検査・分析・調査）

横田慎一公認会計事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３号２０７号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町31 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）ライフライン 関西営業所 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目1-33-603 3200 役務（検査・分析・調査）

ランドブレイン（株） 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５大阪建大ビル 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号 3200 役務（検査・分析・調査）

（株）アクセス 京都営業所 京都府木津川市木津瓦屋18番地8 3300 役務（イベント・企画）

（株）アド電通大阪 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４中之島フェスティバルタワー・ウエスト 3300 役務（イベント・企画）

エイトレント（株） 大阪府大阪市西区南堀江一丁目7番4号 3300 役務（イベント・企画）

ＡＮＡあきんど（株） 京都支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング６階 3300 役務（イベント・企画）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 3300 役務（イベント・企画）

環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4-2 3300 役務（イベント・企画）

関電サービス（株） 大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号 3300 役務（イベント・企画）

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿６－５－１ 3300 役務（イベント・企画）

（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 3300 役務（イベント・企画）

（株）公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 3300 役務（イベント・企画）
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（株）広済堂ネクスト 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1興銀ビル2F 3300 役務（イベント・企画）

（株）光楽堂 京都府京都市左京区北白川西町82 3300 役務（イベント・企画）

コーユーレンティア（株） 関西支店 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング３F 3300 役務（イベント・企画）

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 3300 役務（イベント・企画）

（株）シィー・ディー・アイ 京都府京都市中京区夷川通室町東入巴町83番地 3300 役務（イベント・企画）

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル 3300 役務（イベント・企画）

（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番地5西京極駅前ビル6階 3300 役務（イベント・企画）

昭和（株） 京都営業所 京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633 3300 役務（イベント・企画）

（株）水道産業新聞社 大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番9号 3300 役務（イベント・企画）

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 3300 役務（イベント・企画）

西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町15番地 3300 役務（イベント・企画）

（株）宣通 愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号 3300 役務（イベント・企画）

（株）総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 3300 役務（イベント・企画）

ソフトバンク（株） 東京都港区海岸一丁目7番1号 3300 役務（イベント・企画）

大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目5番19号 3300 役務（イベント・企画）

（株）丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町3番1号 3300 役務（イベント・企画）

中外テクノス（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 3300 役務（イベント・企画）

（株）中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 3300 役務（イベント・企画）

中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町５ 3300 役務（イベント・企画）

ＴＳＰ西日本（株） 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 3300 役務（イベント・企画）

（株）ディリー・インフォメーション中部 愛知県名古屋市中区錦1-20-12伏見ビル6F 3300 役務（イベント・企画）

東映（株） 教育映像部関西営業推進室 大阪府大阪市北区梅田1丁目12番6号 3300 役務（イベント・企画）

（株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3番23号 3300 役務（イベント・企画）

（株）ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号三宮グランドビル5F 3300 役務（イベント・企画）

長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町五丁目5-1 3300 役務（イベント・企画）

西尾レントオール（株） ＲＡ西日本営業部 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目６番８号 3300 役務（イベント・企画）

（株）日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号 3300 役務（イベント・企画）

日本旅行ビジネスソリューションズ（株） 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号大阪駅前第４ビル１２階 3300 役務（イベント・企画）

（株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3-4 3300 役務（イベント・企画）

ヒカリ（株） 神奈川県小田原市根府川625番地の７ 3300 役務（イベント・企画）

（株）フジヤ 京都支店 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目4 3300 役務（イベント・企画）

（株）ブレインファーム 大阪府大阪市西区京町堀一丁目6番2号肥後橋ルーセントビル4F 3300 役務（イベント・企画）

（株）法研関西 大阪府大阪市北区天神西町8番19号 3300 役務（イベント・企画）

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 3300 役務（イベント・企画）

（株）メディア２１ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1000大阪駅前第2ビル1018 3300 役務（イベント・企画）

（株）メディネット 大阪府高槻市京口町9番5号太陽生命高槻ビル4階 3300 役務（イベント・企画）

ユーザックシステム（株） 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10JPビル」3F 3300 役務（イベント・企画）

ランドブレイン（株） 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５大阪建大ビル 3300 役務（イベント・企画）

（株）リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 3300 役務（イベント・企画）

（株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号 3300 役務（イベント・企画）

ワールド企画（有） 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 3300 役務（イベント・企画）

（株）愛知スイミング 愛知県春日井市六軒屋町三丁目10番16 3400 役務（研修・講習）

EY新日本有限責任監査法人 EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町有楽町一丁目１番２号 3400 役務（研修・講習）

（株）インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 3400 役務（研修・講習）

ＡＮＡあきんど（株） 京都支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング６階 3400 役務（研修・講習）
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（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 3400 役務（研修・講習）

ＦＰＭ－α 大阪府大阪市鶴見区諸口４－１－１７－５０３ 3400 役務（研修・講習）

（株）オフィス・オルタナティブ 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2番25号 3400 役務（研修・講習）

キートンコンサルティング（株） 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階 3400 役務（研修・講習）

（株）公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 3400 役務（研修・講習）

コニカミノルタ（株） BIC－Japan 東京都港区芝浦１丁目1-1　浜松町ビルディング 3400 役務（研修・講習）

（株）コパン 岐阜県多治見市光ケ丘二丁目60番地の1 3400 役務（研修・講習）

（株）スポーツプラザ報徳 神奈川県小田原市堀之内458 3400 役務（研修・講習）

（株）スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台2丁目37-1 3400 役務（研修・講習）

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町123-1 3400 役務（研修・講習）

第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目11番17号 3400 役務（研修・講習）

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番2-11-5 3400 役務（研修・講習）

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部第一営業本部京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3大同生命京都ビル６階 3400 役務（研修・講習）

（株）ナニワ計算センター 大阪府大阪市中央区博労町二丁目4番11号中博ビル内 3400 役務（研修・講習）

（株）日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦町一丁目６番１８号J・伊藤ビル４階 3400 役務（研修・講習）

（株）話し方教育センター 東京都港区新橋四丁目３０番６号 3400 役務（研修・講習）

ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 3400 役務（研修・講習）

（株）ブレインファーム 大阪府大阪市西区京町堀一丁目6番2号肥後橋ルーセントビル4F 3400 役務（研修・講習）

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1ＡＣＲＯＳＳ8階 3400 役務（研修・講習）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪 大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 3400 役務（研修・講習）

（株）メディア２１ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1000大阪駅前第2ビル1018 3400 役務（研修・講習）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号淀屋橋三井ビルディング 3400 役務（研修・講習）

横田慎一公認会計事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３号２０７号 3400 役務（研修・講習）

（株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号 3400 役務（研修・講習）

ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 3500 役務（人材派遣）

アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号 3500 役務（人材派遣）

（株）アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄一丁目29番29号 3500 役務（人材派遣）

（株）インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 3500 役務（人材派遣）

ＡＮＡあきんど（株） 京都支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング６階 3500 役務（人材派遣）

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号サウスコア205号室　 3500 役務（人材派遣）

（株）エヌジェーシー 大阪支店 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-2200 3500 役務（人材派遣）

（株）オークス 東京都渋谷区代々木２丁目4番9号 3500 役務（人材派遣）

（株）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 3500 役務（人材派遣）

（株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目6番20号 3500 役務（人材派遣）

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 近畿支店 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番19号四ツ橋スタービル9階 3500 役務（人材派遣）

（株）ソラスト 京滋支社 京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地日本生命四条大宮ビル４階 3500 役務（人材派遣）

（株）テレワーク 大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号サン北浜ビル 3500 役務（人材派遣）

（株）東洋食品 東京都台東区東上野一丁目14番4号 3500 役務（人材派遣）

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 3500 役務（人材派遣）

（株）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 3500 役務（人材派遣）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 3500 役務（人材派遣）

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番３号 3500 役務（人材派遣）

ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 3500 役務（人材派遣）

ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 3500 役務（人材派遣）

（株）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 3500 役務（人材派遣）
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（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1ＡＣＲＯＳＳ8階 3500 役務（人材派遣）

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島NBFタワー１７階　 3500 役務（人材派遣）

（株）メディカル・コンシェルジュ 京都支社 京都府京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング５F 3500 役務（人材派遣）

（株）ＵＲリンケージ 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 3500 役務（人材派遣）

ワールド企画（有） 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 3500 役務（人材派遣）

（株）アーラリンク 大阪支店 大阪府大阪市浪速区難波中一丁目12番5号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町21 3600 役務（リース・レンタル）

アサミ情報システム（株） 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 3600 役務（リース・レンタル）

アマノマネジメントサービス（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目6番17号 3600 役務（リース・レンタル）

安西工業（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目８番１号本町立売堀ビル８階 3600 役務（リース・レンタル）

（株）イビソク 関西支店 京都府京都市伏見区竹田田中殿町86番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）インテック 行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号フォーキャスト堺筋本町ビル 3600 役務（リース・レンタル）

（株）インフォマティクス 大阪営業所 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 3600 役務（リース・レンタル）

（株）内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町二丁目2-2 3600 役務（リース・レンタル）

エイトレント（株） 大阪府大阪市西区南堀江一丁目7番4号 3600 役務（リース・レンタル）

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 京都営業所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 3600 役務（リース・レンタル）

ＮＴＴ･ＴＣリース（株） 京都支店 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1 3600 役務（リース・レンタル）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）エルコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－２０花原第７ビル２階 3600 役務（リース・レンタル）

（株）大阪オートマティック・サービス 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 3600 役務（リース・レンタル）

大阪ガスファイナンス（株） 大阪府大阪市中央区備後町三丁目６番１４号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）オービス 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-15-201 3600 役務（リース・レンタル）

（株）オプティマ 東京都品川区大崎三丁目5番2号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）オプテージ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 3600 役務（リース・レンタル）

オリエントハウス（株） 京都府京都市中京区西ノ京東中合町42番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番 3600 役務（リース・レンタル）

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1 3600 役務（リース・レンタル）

（株）カンツール 大阪営業所 大阪府大阪市城東区成育一丁目6番26号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）関電Ｌ＆Ａ 大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 3600 役務（リース・レンタル）

北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地15番32号 3600 役務（リース・レンタル）

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二丁目14番10号 3600 役務（リース・レンタル）

行政システム（株） 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 3600 役務（リース・レンタル）

京セラコミュニケーションシステム（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）京都医療設計 京都府京都市山科区四ノ宮神田町4古橋山科ビル 3600 役務（リース・レンタル）

キングラン関西（株） 大阪府吹田市南吹田五丁目1番12号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ケーケーシー情報システム 京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の3 3600 役務（リース・レンタル）

コーユーレンティア（株） 関西支店 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング３F 3600 役務（リース・レンタル）

郡リース（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目3-2 3600 役務（リース・レンタル）

国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目7-3 3600 役務（リース・レンタル）

コニカミノルタ（株） BIC－Japan 東京都港区芝浦１丁目1-1　浜松町ビルディング 3600 役務（リース・レンタル）

（株）小山商会 京都営業所 京都府久世郡久御山町大橋辺8-5 3600 役務（リース・レンタル）

三協エアテック（株） 大阪府大阪市北区芝田2丁目5番6号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 3600 役務（リース・レンタル）
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（株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町５丁目４番地 3600 役務（リース・レンタル）

シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番72号 3600 役務（リース・レンタル）

ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル５F 3600 役務（リース・レンタル）

（株）スローフォワード 大阪府東大阪市若江東町2丁目7番3-901 3600 役務（リース・レンタル）

ソフトバンク（株） 東京都港区海岸一丁目7番1号 3600 役務（リース・レンタル）

大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目5番19号 3600 役務（リース・レンタル）

ＴＳＰ西日本（株） 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 3600 役務（リース・レンタル）

ティーメディクス（株） 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 3600 役務（リース・レンタル）

帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）テリロジーサービスウェア 東京都千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル4階 3600 役務（リース・レンタル）

東京センチュリー（株） 東京都千代田区神田練塀町3番地 3600 役務（リース・レンタル）

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号三宮グランドビル5F 3600 役務（リース・レンタル）

（株）内藤ハウス 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東２－１６日刊工業新聞社ビル７階 3600 役務（リース・レンタル）

西尾レントオール（株） ＲＡ西日本営業部 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目６番８号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 3600 役務（リース・レンタル）

日成ビルド工業（株） 京都支店 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前10-12第二CRPビル201 3600 役務（リース・レンタル）

日通リース＆ファイナンス（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中津五丁目4番10号 3600 役務（リース・レンタル）

日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1-5-10 3600 役務（リース・レンタル）

（一財）日本気象協会 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2 3600 役務（リース・レンタル）

日本光電工業（株） 関西支社 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー６階 3600 役務（リース・レンタル）

ヒカリ（株） 神奈川県小田原市根府川625番地の７ 3600 役務（リース・レンタル）

ピツニーボウズジャパン（株） 大阪支店 大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13　大阪国際ビルディング 3600 役務（リース・レンタル）

富士産業（株） 京滋支店 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町39番地 3600 役務（リース・レンタル）

富士通Ｊａｐａｎ（株） 京都支社 京都府京都市下京区立売東町1京都フコク生命四条柳馬場ビル 3600 役務（リース・レンタル）

富士通リース（株） 京都支店 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）フジヤ 京都支店 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目4 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号 3600 役務（リース・レンタル）

ペンタフ（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目7番10号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）堀通信 京都府福知山市字天田391番地の乙 3600 役務（リース・レンタル）

前川（株） 大阪府東大阪市御厨東1丁目3番42号 3600 役務（リース・レンタル）

（株）松坂電子計算センター 三重県松阪市石津町字地藏裏353番地１ 3600 役務（リース・レンタル）

（株）松本コンサルタント 紀和支店 和歌山県岩出市岡田716番地3 3600 役務（リース・レンタル）

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13 3600 役務（リース・レンタル）

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 東京都港区芝浦一丁目2番3号 3600 役務（リース・レンタル）

三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 3600 役務（リース・レンタル）

三菱ＨＣキャピタル（株） 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 3600 役務（リース・レンタル）

三菱電機クレジット（株） 関西支店 大阪府大阪市福島区福島７丁目20番地１号 3600 役務（リース・レンタル）

宮野医療器（株） 京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 3600 役務（リース・レンタル）

（株）メディカル・コンシェルジュ 京都支社 京都府京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング５F 3600 役務（リース・レンタル）

（株）ヤマイチテクノ 大阪府大阪市西区靱本町二丁目4番8号 3600 役務（リース・レンタル）

ヤマトヨ産業（株） 大阪府東大阪市高井田本通七丁目7番19号昌利ビル 3600 役務（リース・レンタル）

ラサ商事（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２丁目2-2大阪中之島ビル 3600 役務（リース・レンタル）

リコーリース（株） 京滋支店 京都府京都市下京区四条通油小路西入ル藤本寄町26-1 3600 役務（リース・レンタル）
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理想科学工業（株） 京都営業所 京都府京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町538ヤサカ鳥丸御池ビル6階 3600 役務（リース・レンタル）

（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 3600 役務（リース・レンタル）

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 3600 役務（リース・レンタル）

アサヒサンクリーン（株） 静岡県静岡市葵区本通１０丁目８番の１ 3700 役務（医療福祉）

アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 3700 役務（医療福祉）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王一丁目３番５号 3700 役務（医療福祉）

（株）魚国総本社 京都支社 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 3700 役務（医療福祉）

（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 3700 役務（医療福祉）

（株）オークス 東京都渋谷区代々木２丁目4番9号 3700 役務（医療福祉）

（株）関西環境センター 京滋営業所 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町26フレーヴァー七瀬川508 3700 役務（医療福祉）

（株）木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿６－５－１ 3700 役務（医療福祉）

（一社）京都微生物研究所 京都府京都市山科区川田御出町3番地の4 3700 役務（医療福祉）

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町123-1 3700 役務（医療福祉）

（株）テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目3番5号 3700 役務（医療福祉）

（株）ドリームホップ 東京都千代田区飯田橋1丁目8番10号 3700 役務（医療福祉）

（一財）名古屋公衆医学研究所 愛知県名古屋市中村区長筬町4丁目23 3700 役務（医療福祉）

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 3700 役務（医療福祉）

日清医療食品（株） 近畿支店 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1井門明治安田生命ビル7階 3700 役務（医療福祉）

（株）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 3700 役務（医療福祉）

日本システム技術（株） 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 3700 役務（医療福祉）

（株）東テスティパル 大阪府門真市殿島町6-1 3700 役務（医療福祉）

富士産業（株） 東京都港区新橋5丁目32-7 3700 役務（医療福祉）

（株）マルタマフーズ 大阪府大阪市平野区平野馬場1-17-15 3700 役務（医療福祉）

（株）南テスティパル 大阪府堺市西区浜寺石津町西2-7-10 3700 役務（医療福祉）

（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 3700 役務（医療福祉）

（株）メフォス 東京都港区赤坂2丁目23番1号 3700 役務（医療福祉）

（株）レオック 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 3700 役務（医療福祉）

（株）関電Ｌ＆Ａ 大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 3800 役務（車両整備）

（株）モリタテクノス 西日本営業部 兵庫県三田市テクノパーク３２ 3800 役務（車両整備）

アサヒプリテック（株） 神戸事業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 3900 役務（資源回収）

（株）カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 3900 役務（資源回収）

（株）協働管財 大阪営業所 大阪府大阪市北区同心1-10-2 3900 役務（資源回収）

（株）グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６－３ 3900 役務（資源回収）

興栄商事（株） 中部事業所 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング２５階2520号室 3900 役務（資源回収）

（株）三輝 大阪府大阪市北区同心一丁目10番12号 3900 役務（資源回収）

（株）三豊 愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地 3900 役務（資源回収）

大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号 3900 役務（資源回収）

（株）ＴＣＥ 兵庫県伊丹市北伊丹７丁目９０番地 3900 役務（資源回収）

テックス・カンポ（株） 京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地 3900 役務（資源回収）

（株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号 3900 役務（資源回収）

（有）鳳鳴 兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号アスタピア新長田駅前通り　107の3号室 3900 役務（資源回収）

三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 3900 役務（資源回収）

（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町21 4000 役務（その他）

青野スポーツ施設（株） 大阪府守口市文園町5番19号 4000 役務（その他）

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 4000 役務（その他）
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（株）アクセス 京都営業所 京都府木津川市木津瓦屋18番地8 4000 役務（その他）

（株）明日葉 東京都港区芝４丁目13-3PMO田町東10F 4000 役務（その他）

アズビル（株） ビルシステムカンパニー関西支社 大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 4000 役務（その他）

（株）アド電通大阪 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４中之島フェスティバルタワー・ウエスト 4000 役務（その他）

アマノマネジメントサービス（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目6番17号 4000 役務（その他）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王一丁目３番５号 4000 役務（その他）

（株）アルファテクノ 大阪府河内長野市日東町11-8 4000 役務（その他）

安西工業（株） 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀一丁目８番１号本町立売堀ビル８階 4000 役務（その他）

（株）Ｅ．ＳＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧＧＲＯＵＰ 広島県広島市中区大手町三丁目2番19号パーソンライフビル2F 4000 役務（その他）

イージス・グループ有限責任事業組合 三重県四日市市朝日町1番4号 4000 役務（その他）

イートランド（株） 関西事業所 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-18新大阪第27松屋ビル701 4000 役務（その他）

EY新日本有限責任監査法人 EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町有楽町一丁目１番２号 4000 役務（その他）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１部 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 4000 役務（その他）

（株）イビソク 関西支店 京都府京都市伏見区竹田田中殿町86番地 4000 役務（その他）

（株）インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 4000 役務（その他）

（株）ヴーム 京都府京都市下京区西七条南月読町32番地マンション春日101号室 4000 役務（その他）

（株）ウェザーニューズ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデン 4000 役務（その他）

（株）ウェルクル 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6サン北浜ビル4F 4000 役務（その他）

（株）ウォーターテック 関西支店 大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 4000 役務（その他）

（株）魚国総本社 京都支社 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 4000 役務（その他）

（株）芸台幡 京都府京都市右京区太秦中筋町7番地 4000 役務（その他）

ＡＩG損害保険（株） ＣＣＡ大阪支店 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB35階 4000 役務（その他）

（株）エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号サウスコア205号室　 4000 役務（その他）

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 京都営業所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 4000 役務（その他）

（株）エヌジェーシー 大阪支店 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-2200 4000 役務（その他）

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町２丁目９０番地５ 4000 役務（その他）

ＮＴＴタウンページ（株） ソリューション営業部 東京都中野区中央3丁目24番9号 4000 役務（その他）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 4000 役務（その他）

（株）エムティアイ 大阪府大阪市此花区酉島二丁目2-8 4000 役務（その他）

（株）オーイーシー 大分県大分市東春日町17番57号 4000 役務（その他）

大塚オーミ陶業（株） 西日本支店 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番21号 4000 役務（その他）

（株）オプテージ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 4000 役務（その他）

（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番 4000 役務（その他）

（株）雅丈社 愛知県名古屋市天白区一本松一丁目1011 4000 役務（その他）

（株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町129番地１ 4000 役務（その他）

（株）関西計画技術研究所 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号 4000 役務（その他）

関西レコードマネジメント（株） 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 4000 役務（その他）

（株）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 4000 役務（その他）

（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 4000 役務（その他）

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 4000 役務（その他）

（株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 4000 役務（その他）

（株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田一丁目３番８号 4000 役務（その他）

京セラコミュニケーションシステム（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 4000 役務（その他）

（株）京都ウィード 京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 4000 役務（その他）

共同印刷西日本（株） 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1番2号 4000 役務（その他）
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（株）協働管財 大阪営業所 大阪府大阪市北区同心1-10-2 4000 役務（その他）

京都税理士法人 京都府京都市南区吉祥院九条町30-1江後経営ビル 4000 役務（その他）

京都みやこ税理士法人 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町183番地の1オフィス5-2F 4000 役務（その他）

（株）共立メンテナンス PKP事業本部関西支店 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7-28住友ビル2号館7F 4000 役務（その他）

ＫＩＣ（株） 京都府京都市中京区御池通柳馬場下ル柳八幡町65京都朝日ビル５F 4000 役務（その他）

（株）ケイズ 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474番地 4000 役務（その他）

（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 4000 役務（その他）

（株）広済堂ネクスト 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1興銀ビル2F 4000 役務（その他）

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号 4000 役務（その他）

コニカミノルタ（株） BIC－Japan 東京都港区芝浦１丁目1-1　浜松町ビルディング 4000 役務（その他）

コニカミノルタ（株） デジタルワークプレイス事業本部自治体DX推進部 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 4000 役務（その他）

コニカミノルタパブリテック（株） 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 4000 役務（その他）

（株）コパン 岐阜県多治見市光ケ丘二丁目60番地の1 4000 役務（その他）

（株）五輪 富山県富山市奥田新町12-3 4000 役務（その他）

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 4000 役務（その他）

（株）さくらケーシーエス 兵庫県神戸市中央区播磨町21番１ 4000 役務（その他）

（株）サンアメニティ 大阪支社 大阪府大阪市中央区南新町2-3-7 4000 役務（その他）

（株）サンアメニティ大阪 大阪府大阪市中央区南新町二丁目3番7号 4000 役務（その他）

（株）三輝 大阪府大阪市北区同心一丁目10番12号 4000 役務（その他）

（株）サン・ライティング 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3番16号 4000 役務（その他）

シー・システム（株） 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番６号 4000 役務（その他）

ジェイエムシー（株） 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島7-20-1ＫＭ西梅田ビル14Ｆ 4000 役務（その他）

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 4000 役務（その他）

（株）ジオテクノ関西 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30ＯＡＰタワー29Ｆ 4000 役務（その他）

（株）システム環境研究所 大阪事務所 大阪府吹田市広芝町5番4号 4000 役務（その他）

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 近畿支店 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番19号四ツ橋スタービル9階 4000 役務（その他）

（株）島田組 大阪府八尾市弓削町南３丁目２０番地２ 4000 役務（その他）

写房楠華堂 京都府京都市東山区三条通白川橋東入ル三丁目夷町166-17 4000 役務（その他）

（有）白坂速記事務所 石川県金沢市窪7丁目263 4000 役務（その他）

（株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル５F 4000 役務（その他）

（株）人財バンク 京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１江後経営ビル 4000 役務（その他）

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 4000 役務（その他）

（株）スポーツプラザ報徳 神奈川県小田原市堀之内458 4000 役務（その他）

（株）スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台2丁目37-1 4000 役務（その他）

（株）スローフォワード 大阪府東大阪市若江東町2丁目7番3-901 4000 役務（その他）

（株）セラム 愛知県名古屋市北区大曽根1丁目26番23号 4000 役務（その他）

ソーシャルアドバンス（株） 兵庫県神戸市中央区東町123-1 4000 役務（その他）

ソフトバンク（株） 東京都港区海岸一丁目7番1号 4000 役務（その他）

（株）ソラスト 京滋支社 京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地日本生命四条大宮ビル４階 4000 役務（その他）

第一環境（株） 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 4000 役務（その他）

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２丁目191番地1 4000 役務（その他）

谷川竜也公認会計士事務所 大阪府南河内郡太子町聖和台4-16-15 4000 役務（その他）

（株）地域文化財研究所 大阪府東大阪市岩田町1丁目17番9号 4000 役務（その他）

（株）知識経営研究所 東京都港区麻布十番2-11-5 4000 役務（その他）

司電機産業（株） 大阪府枚方市春日北町１丁目１３番６号 4000 役務（その他）
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（株）ＴＣＥ 兵庫県伊丹市北伊丹７丁目９０番地 4000 役務（その他）

（株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21-35広島ミクシスビル 4000 役務（その他）

（株）テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目3番5号 4000 役務（その他）

（株）テリロジーサービスウェア 東京都千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル4階 4000 役務（その他）

（株）テレワーク 大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号サン北浜ビル 4000 役務（その他）

（株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地 4000 役務（その他）

（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号 4000 役務（その他）

東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町1005番地 4000 役務（その他）

（株）東洋食品 東京都台東区東上野一丁目14番4号 4000 役務（その他）

（株）東和テクノロジー 関西支店 大阪府大阪市淀川区木川東２丁目４番１０号 4000 役務（その他）

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ 4000 役務（その他）

（株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3番23号 4000 役務（その他）

（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号 4000 役務（その他）

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部第一営業本部京都営業所 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3大同生命京都ビル６階 4000 役務（その他）

（株）ドリームホップ 東京都千代田区飯田橋1丁目8番10号 4000 役務（その他）

ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市天白区野並2丁目213番地 4000 役務（その他）

長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町五丁目5-1 4000 役務（その他）

ナカバヤシ（株） 大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 4000 役務（その他）

（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 4000 役務（その他）

（株）日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号 4000 役務（その他）

（株）日本医薬総合研究所 東京都千代田区丸の内1-9-1　　　　　　　グラントウキョウノースタワー39階 4000 役務（その他）

（株）日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦町一丁目６番１８号J・伊藤ビル４階 4000 役務（その他）

（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 4000 役務（その他）

日本国民食（株） 東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号 4000 役務（その他）

（株）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 4000 役務（その他）

日本システム技術（株） 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 4000 役務（その他）

日本情報通信（株） 京都府京都市伏見区竹田藁屋町75番地 4000 役務（その他）

日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須4丁目11-50 4000 役務（その他）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 4000 役務（その他）

（株）日本メディカ 東京都日野市高幡507番地4-413 4000 役務（その他）

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番３号 4000 役務（その他）

ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 4000 役務（その他）

葉隠勇進（株） 関西支店 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22新大阪丸ビル別館6F 4000 役務（その他）

（株）パクス 佐賀県鳥栖市藤木町10番地30 4000 役務（その他）

ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地 4000 役務（その他）

（株）東テスティパル 大阪府門真市殿島町6-1 4000 役務（その他）

富士産業（株） 東京都港区新橋5丁目32-7 4000 役務（その他）

フジ地中情報（株） 大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号 4000 役務（その他）

富士フイルムシステムサービス（株） 公共事業本部　関西支店 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 4000 役務（その他）

（株）ブレインファーム 大阪府大阪市西区京町堀一丁目6番2号肥後橋ルーセントビル4F 4000 役務（その他）

（一社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町447番地 4000 役務（その他）

（株）文化財サービス 京都府京都市伏見区北端町58番地 4000 役務（その他）

平安埋蔵文化財事務所（株） 京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 4000 役務（その他）

（株）ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング 4000 役務（その他）

（株）ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町2丁目6番2号日本ビル9階 4000 役務（その他）
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（株）法研関西 大阪府大阪市北区天神西町8番19号 4000 役務（その他）

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1ＡＣＲＯＳＳ8階 4000 役務（その他）

マイタウンサービス（株） 福岡県福岡市南区玉川町9番12号 4000 役務（その他）

（株）マルタマフーズ 大阪府大阪市平野区平野馬場1-17-15 4000 役務（その他）

ミズノスポーツサービス（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 4000 役務（その他）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪 大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 4000 役務（その他）

（株）南テスティパル 大阪府堺市西区浜寺石津町西2-7-10 4000 役務（その他）

名阪食品（株） 三重事業部 三重県伊賀市四十九町1784-27 4000 役務（その他）

名北ワード（株） 岐阜県各務原市鵜沼羽場町五丁目176 4000 役務（その他）

（株）メディネット 大阪府高槻市京口町9番5号太陽生命高槻ビル4階 4000 役務（その他）

（株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 4000 役務（その他）

（株）メフォス 東京都港区赤坂2丁目23番1号 4000 役務（その他）

税理士法人　森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町456番地第2森田ビル4階 4000 役務（その他）

やましろ文化財（株） 京都府宇治市木幡南山12番地139 4000 役務（その他）

（株）大和速記情報センター 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 4000 役務（その他）

（株）ＵＲリンケージ 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 4000 役務（その他）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号淀屋橋三井ビルディング 4000 役務（その他）

ユーザックシステム（株） 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10JPビル」3F 4000 役務（その他）

吉尾会計事務所 奈良県奈良市高天町10-1T.T.ビル505 4000 役務（その他）

（株）吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町31 4000 役務（その他）

（株）リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 4000 役務（その他）

（株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号 4000 役務（その他）

（株）リンレイサービス 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 4000 役務（その他）

（株）レオック 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 4000 役務（その他）

レセ・スタッフ（株） 福岡県久留米市田主丸町益生田116-8 4000 役務（その他）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号 4000 役務（その他）
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