
【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（一財）ふじよしだ定住促進センター 山梨県富士吉田市 富士見１－１－５

（一財）関東電気保安協会 東京都港区 芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル７階 山梨事業本部 山梨県甲府市 飯田１－１－２４

（一財)高度映像情報センター 東京都千代田区 霞が関３－２－１

（一財)山梨県森林土木コンサルタント 山梨県甲斐市 下今井２８６８

（一財）日本気象協会 東京都豊島区 東池袋３－１－１ 事業本部 東京都豊島区 東池袋３－１－１

（一社）ゼロエミやまなし 山梨県甲斐市 島上条３０６９

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

（一社）まちのtoolbox 山梨県都留市 上谷１－２－３

（一社）まちのtoolbox 山梨県都留市 上谷１－２－３

（一社）光の糸 山梨県都留市 都留５－７－３２

（一社）山梨県環境管理協会 山梨県甲府市 堀之内町４５－１

（一社）山梨県建築設計協会 山梨県甲府市 丸の内１－１４－１９

（一社）山梨県公共嘱託登記司法書士協会 山梨県甲府市 北口１－６－７ 富士吉田支部 山梨県富士吉田市 上吉田５－９－８

（一社）山梨県食品衛生協会 山梨県甲府市 小瀬町１１４５－１

（一社）山梨県森林協会 山梨県甲府市 武田１－２－５

（一社)山梨県木材協会 山梨県甲府市 徳行４－１１－２０

（一社）西桂振興社 山梨県南都留郡西桂町 小沼１７８４

（一社）南アルプス山守人 山梨県南アルプス市 平岡２８２８

（一社)日本家族計画協会 東京都新宿区 市谷田町１－１０　保健会館新館

（株）ＡＫＩ研究所 山梨県笛吹市 石和町唐柏６９５－１

（株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区 米山２－５－１

（株）B-tech Japan 大阪府豊中市 上新田４－２１－１５ 東京営業所 東京都港区 虎ノ門１－１－３磯村ビル１Ｆ

（株）CREFT 東京都足立区 竹の塚１－４０－１５庄栄ビル５Ｆ

（株）Ｅ－ＣＯN 静岡県静岡市葵区 北安東５－３１－１６

（株）eka-heart 山梨県中央市 成島２２２５－３

（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区 芝浦３－１－２１

（株）ＦＵＮＮＥＴ 山梨県甲府市 宮原町１３５５－７

（株）Ｇ・ファクトリー 山梨県甲府市 大里町５０２８Ｇビル２０１

（株）GRANT 山梨県富士吉田市 旭２－２－１７

（株）GSユアサ安曇野 長野県安曇野市 穂高８３８４－１

（株）ＨＡＲＰ 北海道札幌市中央区 北１条西６丁目１番地２

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

（株）ＩＥＭ 神奈川県川崎市 川崎区宮本町６－１

（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区 丸の内３－４－１ 東京都千代田区 丸の内３－４－１

（株）ＪＭＣ 東京都港区 浜松町１－３０－５ 営業３課 東京都港区 浜松町１－３０－５

（株)ＪＴＢ 東京都品川区 東品川２－３－１１ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１４　甲府センタービル５階

（株）ＫＦＫファクトリー 山梨県笛吹市 八代町南２４９－１２ ＫＦＫレンタル 山梨県甲府市 貢川本町５－１０

（株）ＬＥＯＣ 東京都千代田区 大手町１－１－３大手センタービル１６階

（株）ＭＡＲＳ 山梨県大月市 大月町真木１８９２－１

（株）ＮｅｏＮ 山梨県山梨市 下井尻１４

（株）NHKテクノロジーズ 東京都渋谷区 神山町４－１４ 甲府ファシリティ技術事業所 山梨県甲府市 飯田１－１－２４　ＯＳＤー３ビル４階
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（株）ＮＪＳ 東京都港区 芝浦１－１－１ 山梨出張所 山梨県甲府市 湯村３－５－１６

（株)ＮＴＴドコモ 東京都千代田区 永田町２－１１－１ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内２－３１－３

（株）PAZ 山梨県都留市 法能７８２－４

（株）ＲＣＳコーポレーション 東京都新宿区 大久保２－３－９　ヴァリエ戸山1001号室

（株）shushi 山梨県甲斐市 西八幡３６４７－２

（株）ＳＰＣ 山梨県笛吹市 石和町河内１７９

（株）Sun Face 山梨県甲府市 塩部３－２－８

（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市 鶴田町１７５８

（株）T-LIFEパートナーズ 東京都練馬区 高松５－１１－２６　光が丘ＭＫビル４階 山梨支店 山梨県甲斐市 西八幡４０４４－２　菊池ビル２階

（株）VISITEC 山梨県富士吉田市 新町２－６－１０

（株）ＹＡＭＡＮＡＫＡ 神奈川県川崎市 幸区中幸町３－３－１ 相模原工場 神奈川県相模原市 中央区田名３６７６－１

（株）ＹＢＳ　Ｔ＆Ｌ 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 山梨県甲府市 湯田１－１３－２

（株）アークメディカル 山梨県甲府市 向町２５９－１

（株)アースワーク 長野県長野市 大字柳原２３６１－１２

（株）アースワークス 山梨県甲府市 幸町１３－２１

（株)アート技研 山梨県上野原市 八ツ沢１５４６

（株）アームス 山梨県甲府市 朝日２ー１６－１５

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市 倉賀野町４２２１－１３

（株）アイアールエス 東京都新宿区 四谷３－１－３

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

（株）アイズ 山梨県甲府市 丸の内２－１６－６　平和ストリートビル２階

（株）アイタック 東京都千代田区 神田須田町１－１８

（株）アイティードゥ 山梨県甲府市 相生１－７－４

（株）アイメック 山梨県甲府市 和戸町３９０－３

（株）アクアインターナショナル 山梨県甲府市 山宮町３０３７－１７

（株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町 神戸１７４１－２ 関東営業所 東京都品川区 南品川４－４－１７　品川サウスタワー

（株）アクアテック 山梨県中巨摩郡昭和町 河西１６３９ー１０

（株）アクアメンティナンス 山梨県甲州市 塩山下於曽１１７７

（株）アクティオ 東京都中央区 日本橋３－１２－２ 山梨支店 山梨県甲府市 上曽根町３０００

（株）アサヒ開発 神奈川県横浜市瀬谷区 二ツ橋町３８１－１

（株）あさひ警備保障 山梨県甲府市 後屋町３６３

（株）アサヒ総合サービス 山梨県甲府市 中小河原１－１１－１０

（株）アシストエンジニアリング 山梨県中央市 布施２１０６－１

（株）アスカ 群馬県高崎市 八島町２６５　イノウエビル５階

（株）アスコム 埼玉県飯能市 征矢町９－１８

（株）アスティ 山梨県富士吉田市 下吉田２－３－３

（株）アスロック 山梨県甲府市 大里町１８９５－７

（株）アセラ 山梨県甲府市 西高橋町１５６

（株）アセラ技建 山梨県甲府市 蓬沢町１１７１

（株）アダストサービス 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居１８８５－３ ベンダー事業部 山梨県韮崎市 大草町上條東割５１７－２
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（株)アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 長野県松本市 梓川倭３８２０－１

（株）アドブレーン社 山梨県甲府市 北口２－６－１０

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

（株）あらや製作所 山梨県富士吉田市 上吉田東５－１１－２３

（株)アルカ 長野県小諸市 甲４９－１５

（株）アルカディア 大阪府箕面市 箕面６－３－１

（株）アルス 山梨県富士吉田市 上吉田東３－２－２２

（株）あわえ 徳島県海部郡美波町 日和佐浦１１４

（株）あんしんサポート 福岡県福岡市城南区 飯倉１－６－２５

（株）アンビシャス・コンサルタント 山梨県甲府市 中小河原町７０３－１

（株）イーファイト 山梨県南アルプス市 沢登９６７－２ パティスリー　ザ・エレン　昭和店 山梨県中巨摩郡 昭和町飯喰４５７－４

（株)イズミテック 愛知県豊橋市高師町 北新切２６７－５

（株）イトーキ 大阪府大阪市中央区 淡路町１－６－１１ 多摩支店　山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内２－８－３

（株）イフチーム 山梨県甲斐市 富竹新田１８１２－１

（株）イマクリエ 東京都港区 東麻布２－３－５

（株）インソース 東京都千代田区 神田小川町３－２０ 関東支社 東京都荒川区 西日暮里４－１９－１２　インソース道灌山ビル

（株）インタラック関東北 千葉県千葉市中央区 新町１－１７

（株）インテリア・東京 山梨県南アルプス市 小笠原１２２３－１

（株）インテリアさの 山梨県甲府市 伊勢３－７－８

（株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区 大宮町１３１０

（株）ウィルトス 長野県松本市 本庄１－１－１３

（株）ウインテックコミュニケーションズ 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区 北浜３－１－６サン北浜ビル４Ｆ

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区 東五軒町３－２５ 山梨営業所 山梨県南アルプス市 東南湖８９０

（株）ウォーターテック 東京都港区 芝浦３－１６－１ 東日本支店 東京都港区 芝浦３－１６－１

（株）ウォーターワールド松田 山梨県山梨市 下井尻３８０

（株）ウブントゥ 山梨県富士吉田市 下吉田９－９－８

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区 森下町３－６ 三島支店 静岡県田方郡函南町 上沢１５５

（株）エイエイピー 静岡県静岡市駿河区 森下町３－６ 三島支店 静岡県田方郡函南町 上沢１５５

（株）エイチ・アイ・エス 東京都港区 虎ノ門４－１－１　神谷町トラストタワー５階 セレオ甲府営業所 山梨県甲府市 丸の内１－１－８　セレオ甲府４階

（株）エイテック 東京都渋谷区 本町４－１２－７ 東日本支社 東京都渋谷区 本町４－１２－７

（株）エイト 東京都八王子市 明神町３－２０－５エイトビル 山梨支店 山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐 字札木８１３

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区 津島京町３－１－２１ 山梨事務所 山梨県甲府市 朝日１－３－１２

（株）エー・ディ・ピー 山梨県甲府市 宝２－２１－６　アローズビル２０４号

(株)エー・トゥー・ゼット 長野県松本市 高宮中１－３５

（株）エーティーエルシステムズ 山梨県甲府市 太田町９－７

（株）エクス 岐阜県羽島市 舟橋町本町５－３２

（株）エクセル 山梨県富士吉田市 富士見７－３－１６

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

（株）エコ計画 埼玉県さいたま市 浦和区仲町４－２－２０　エコ計画浦和ビル

（株）エス・ケー・ティー 北海道札幌市 豊平区月寒西１－１０－５－７２
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（株）エスイーアイ 岐阜県岐阜市 加納高柳町２－６

（株）エスイイシイ 東京都江東区 佐賀１－１－１６

（株）エスエスワイ 山梨県富士吉田市 上吉田東１－４－５６

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区 高田２－１７－２２

（株）エデュプレス 埼玉県さいたま市 南区文蔵１－４－１３ 山梨分室 山梨県富士吉田市 上暮地１－１８－３２　日本連合警備ビル２Ｆ

（株）エヌ・エイ・シー 東京都港区 西新橋１－６－２１

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区 堂島３－１－２１

（株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区 新高１－８－１７ 東京営業所 東京都大田区 西糀谷１－２５－５

（株）エネット 東京都港区 芝公園２－６－３

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

（株）エフ・ビー・アイ 東京都新宿区 下落合４－１０－１６

（株）エフエム富士 山梨県甲府市 川田町アリア１０５

（株）エフエム富士五湖 山梨県富士吉田市 中曽根４－１０－２６

（株）エム・ワイ・ハーモニー 神奈川県中郡大磯町 寺坂３９７－１ 山梨支店 山梨県富士吉田市 中曽根３－１０－２４

（株）エムアイエー 山梨県甲府市貢川本町 44337

（株）エムズスポーツ 山梨県笛吹市 御坂町成田１７８６－１

（株）エムティーアイ 東京都新宿区 西新宿３－２０－２

（株）エム企画 山梨県甲府市 蓬沢１－１６－４０

（株）エルコム 東京都大田区 千鳥２－１０－１６

（株）オー・エス・ケー 山梨県甲斐市吉沢 １０２６－１

（株）オオキ 山梨県甲府市 中央２－１２－１０

（株）オークス 東京都渋谷区 代々木２－７－７

（株）オーナメントサービス 山梨県甲府市 国母４－５－７

（株)オオバ 東京都千代田区 神田錦町37803 山梨営業所 山梨県甲府市 北口１－２－１４－８０１

（株）オーヤラックス 東京都千代田区 麹町１－６－２ 山梨営業所 山梨県甲府市 国母８－５－１１

（株）オズ・プリンティング 山梨県甲府市 中央３－８－１０

（株）オズ・プリンティング 山梨県甲府市 中央３－８－１０

（株）オネスト 山梨県甲府市 古上条町５０６－３

（株）オフィスショウ 東京都港区 六本木３－５－１４

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区 本町３－１２－１ 山梨事務所 山梨県甲府市 丸の内２－３－３　タチバナビル

（株）オリンピヤスポーツ 山梨県甲州市 塩山下於曽１０７３－２

（株）オルトスタイル 山梨県富士吉田市 新西原２－１２－６

（株)カイテック 東京都新宿区 住吉町１－１５

（株）カナマル 山梨県北杜市 小淵沢町５９９９

（株）カラープランニングセンター 東京都中央区 日本橋馬喰町１－７－６

（株）カルク 山梨県中央市 乙黒１５８－２

（株)カンエイメンテナンス 埼玉県行田市 桜町１－６－１０ 山梨支店 山梨県甲斐市 玉川１６０２－４

（株）きあら 山梨県甲斐市 龍地６３０２－７

（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市 大字西岐波１５４０－１２ 東京営業所 東京都中央区 日本橋小舟町９－３　日本橋相互ビル５０５号室

（株）キムラ 山梨県甲府市 国母５－１０－１７

（株）きもと 埼玉県さいたま市 中央区鈴谷４－６－３５ Digital Twin事業部 埼玉県さいたま市 中央区鈴谷４－６－３５
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（株）キャンサースキャン 東京都品川区 西五反田１－３－８

（株）ぎょうせい 東京都江東区 新木場１－１８－１１ 関東支社 東京都江東区 新木場１－１８－１１

（株）キリン自動車 山梨県甲府市 国母５－１０－１２

（株）きんでん 大阪府大阪市北区 本庄東２－３－４１ 東京支社 東京都品川区 東五反田５－２５－１２

（株）クマヒラ 東京都中央区 日本橋本町１－１０－３ 甲府営業所 山梨県甲府市 上石田１－１６－２３

（株）クラーク総合通商 北海道千歳市 本町１－１－１

（株）グラファー 東京都渋谷区 千駄ヶ谷１－２－３

（株）クリーンアース 山梨県山梨市 下井尻３８０

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区 南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 東京事務所 東京都北区 田端新町３－１４－４　ＮＯＺＡＫＩビル２０１

（株）クリーンコントロールサービス 静岡県富士市 厚原道下１７－１

（株）クリーンベスト 山梨県中央市東花輪 104156

（株）クリーンライフ 山梨県中央市 西花輪４３７７

（株）クリタス 東京都豊島区 南池袋１－１１－２２

（株）グリップ 山梨県山梨市 小原西１１０２－２

（株）グルービー 山梨県甲府市 長松寺３－１４

（株）クレステック 静岡県浜松市 東区笠井新田町６７６

（株）クロス 山梨県富士吉田市 下吉田４－１４－１１

（株）ケイ・トウー・ワン 山梨県甲府市 国玉町１１５

（株）ケイビイワイ 山梨県都留市 玉川６４２

（株）ケー・シー・エス 東京都文京区 小石川１－１－１７ 東京支社 東京都文京区 小石川１－１－１７

（株）こうそく 長野県長野市 青木島町大塚１１１３

（株）コーエー 茨城県取手市 清水７４７ 東京支店 東京都中央区 日本橋人形町１－１８－９

（株）コーケン 長野県岡谷市 181893

（株）コジマ 栃木県宇都宮市 星が丘２－１－８ コジマｘビックカメラ甲府バイパス店 山梨県甲府市 中小河原１－１４－１２

（株）コスモリサーチ 福岡県福岡市 博多区春町２－８－９ 東海支店 静岡県静岡市 駿河区高松２－８－１－１０５

（株）コトブキ 東京都港区 浜松町１ー１４ー５

（株）コドモン 東京都港区 三田３－１３－１６　三田４３ＭＴビル３Ｆ

（株）コム 山梨県富士吉田市 中曽根４－６－２２

（株）コメット 山梨県都留市 つる５－７－３２

（株）コンピュータムーブ 山梨県甲斐市 西八幡４２８１－４

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区 西日暮里２－４０－１０ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区 追手町８－１

（株）サイエンス 静岡県静岡市清水区 小芝町４－１３

（株）サイネックス 大阪府大阪市天王寺区 上本町５－３－１５

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区 卸町２－６－１５

（株）サクラ 山梨県富士吉田市 大明見５－２０－２０

（株）サトー交易 静岡県沼津市 足高４０６－２７

（株）さとゆめ 東京都千代田区 九段南４－７－１６

（株）サニクリーン甲信越 長野県長野市 大字川合新田２０６０ 山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居７３６－１

（株）サリー・ジョイス・ジャパン 東京都千代田区 三番町６

（株）サンカイゴ 山梨県中央市 中楯９１－１

（株）サンスイ 東京都品川区 小山台１－１７－１５ 北関東支店 埼玉県上尾市 平方４２８０－１
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（株）サンテレコム 山梨県甲府市 中央２－１３－２

（株）サンニチ印刷 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）サンユー 神奈川県平塚市 夕陽ケ丘３－２３

（株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区 宮原１－１９－２３ 東京支店 東京都北区 王子１－２９－１

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

（株）シーエーティーブイ富士五湖 山梨県富士吉田市 中曽根４－１０－２６

（株）ジーエスエフ 東京都新宿区 西新宿３－２０－２

（株）ジインズ 山梨県笛吹市 境川町三椚３０１

（株）ジェイアール東日本企画 東京都渋谷区 恵比寿南１－５－５　ＪＲ恵比寿ビル

（株）ジェイエスキューブ 東京都江東区 東雲１－７－１２ 営業本部 東京都江東区 東雲１－７－１２

（株）ジェップス 山梨県南アルプス市 榎原６９１－１

（株）シエロ 山梨県甲府市 大里町２３４６－１　桜林住宅Ｃ号室

（株）ジオックス 愛知県一宮市 八幡２－２－７

（株）システムインナカゴミ 山梨県中央市 山之神流通団地１－８－２

（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

（株）システム環境研究所 福岡県福岡市博多区 千代４－３０－２ 東京事務所 東京都中央区 八丁堀２－２６－９

（株）ジチタイアド 福岡県福岡市中央区 薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル

（株）シナジー 沖縄県宜野湾市 大山七－１０ー１４ー３Ｆ

（株）しのはらポリエチレン 山梨県南アルプス市 沢登８０６－１

（株）ジャクエツ 福井県敦賀市 若葉町２－１７７０ 甲府店 山梨県甲府市 住吉２－６－１６

（株）ジャスト 山梨県中巨摩郡昭和町 西条３９４－１

（株）ジャネット 山梨県甲斐市 宇津谷４４５－１

（株）ジャパックス 東京都台東区 浅草橋２－２６－１２

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

（株）ジャパンエニックス 東京都品川区 南品川２－７－１８

（株）ジャパンメディカル 山梨県中央市 乙黒３５４－１１

（株）シラス自工 山梨県富士吉田市 下吉田９－２７－２９

（株）シンク 福岡県福岡市 博多区博多駅前２－１９－２４ 本社 福岡県福岡市 博多区博多駅前２－１９－２４

（株）シン技術コンサル 北海道札幌市白石区 栄通２－８－３０ 山梨営業所 山梨県甲府市 古府中町１４２１－６　シャーメゾンタケダ２０２号

（株）スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町 8 甲府支店 山梨県中央市 流通団地３－７－３

（株）スター 三重県亀山市 関ヶ丘５２１－１１７ 関東営業所 千葉県大網白里市 大網３１６－２

（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区 竹田松林町１１

（株）スタンプマート 山梨県甲府市 大里町４２２７

（株）スマートバリュー 大阪府大阪市 中央区道修町３－６－１　京阪神御堂筋ビル７階 クラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ 大阪府大阪市 中央区道修町３－６－１　京阪神御堂筋ビル１４階

（株）セイフコ 山梨県富士吉田市 上吉田４８４０

（株）セイル・ジャパン 山梨県富士吉田市 上吉田４８４２－４

（株）セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市 鉄鋼通り３－４－５ 山梨営業所 山梨県甲府市 西下条町４１７

（株）セレスポ 東京都豊島区 北大塚１－２１－５ 厚木営業所 神奈川県厚木市 恩名１－６－５９　ＯＭビル４－Ａ

（株）ゼロイン 東京都中央区 銀座７－４－１２　ギンザメディカルビル４階

（株）センティス廿一 山梨県甲府市 後屋町３６３

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区 中原新町３－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 朝日４－３－１１　第２共栄ビル２階
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（株）ソートマン山梨 山梨県甲府市 住吉１－１４－１４

（株）ソフィ 山梨県中巨摩郡昭和町 押越６５５－２

（株）ソフトケン 山梨県甲斐市 富竹新田８０２－２

（株）ソラスト 東京都港区 港南１－７－１８　ＡーＰＬＡＣＥ品川東６階 立川支社 東京都立川市 錦町２－６－２　ステラＮＫビル２階

（株）タイキ 山梨県笛吹市 一宮町北都塚５２５

（株）タクマ 兵庫県尼崎市 金楽寺町２－２－３３ 東京支社 東京都港区 芝浦３－９－１

（株）タケカワ 山梨県富士吉田市 下吉田４－１４－１１

（株）たけまる 山梨県甲斐市 下今井３５３９

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区 山田２－１９１－１

（株）ダスキンファイブ 山梨県中央市 山之神２０１７－２７

（株）ダスキン山梨 山梨県中巨摩郡昭和町 西条２８０２－１

（株）タナカ 茨城県土浦市 藤沢３４９５－１ 東京支社 東京都千代田区 神田東松下町１７

（株）チャイルド社 山梨県甲府市 千塚４－１２－５７

（株）チヨダ 長野県松本市 中山７３０８－２ 埼玉支店 埼玉県さいたま市西区 佐知川１４３３－１

（株）ディーソル 東京都中央区 日本橋人形町１－８－４

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

（株）データベース 北海道札幌市北区 北七条西５－８－５ 甲府営業所 山梨県甲府市 塩部３－７－１９

（株）データホライゾン 広島県広島市西区 草津新町１－２１－３５

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市 芝下１－１－３ 中部事業所 岐阜県大垣市 新田町44316

（株）テクノ・プロ・サービス 東京都立川市 柴崎町６－７－２１　ＴＰＳビル

（株）テクノプラニング 東京都八王子市 明神町２－１４－１１ 甲信支店 山梨県甲斐市 中下条８１７－１

（株）テクノ菱和 東京都豊島区 南大塚２－２６－２０ 甲府営業所 山梨県甲府市 徳行１－１７－３２

（株）デジタルアライアンス 山梨県甲府市 北口２ー１２ー１

（株）デジタルデビジョン 山梨県甲府市 北口２ー６ー１０

（株）テックストーリー 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４９６４－１Ｆ

（株）テレビ山梨 山梨県甲府市 湯田２－１３－１

（株）トウワ 山梨県甲府市 千塚４－７－１０

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区 赤坂３－２１－２１

（株）トーレイ 山梨県甲府市 中町５－１

（株）トミオカテニス 山梨県甲府市 善光寺町２９９９

（株）トミス 東京都渋谷区 代々木２－１５－５

（株）トヨタレンタリース山梨 山梨県甲府市 徳行４－１４－１５

（株）トライグループ 大阪府大阪市中央区 南本町３－６－１４

（株）トラストコーポレーション 山梨県都留市 大幡２０４８－２ 営業本部 山梨県都留市 四日市場６３０－７

（株）トラストメディカル 宮城県仙台市 泉区長命ヶ丘３－２８－１ 東京営業所 東京都八王子市 明神町２－２０－７

（株）トラベルインフォメーション 山梨県都留市 上谷５－１１－１２

（株）トラベルジップ 東京都渋谷区 広尾１－４－１５　２階

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市 中央区鳥屋野４３２ 東京支店 東京都大田区 西蒲田７－４４－７　西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室

（株）ナガワ 東京都千代田区 丸の内１－４－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 国母５－６－３１

（株）ニシノ建設管理 山梨県甲斐市 竜王１４８８－２

（株)ニチイ学館 東京都千代田区 神田駿河台２－９
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（株）ニック 福岡県大野城市 川久保３－１－２３ 東京支店 東京都千代田区 神田鍛冶町３－７－４

（株）ニッコク 東京都港区 六本木６―１７―１ 長野営業所 長野県諏訪郡下諏訪町 1710829

（株）ニッコクトラスト 東京都中央区 日本橋堀留町２－４－３

（株）ネイチャー 栃木県宇都宮市 江曽島町１３６５－１

（株）ネオスペース 山梨県甲府市山宮町 ３０３７－１７

（株）ネクシィーズ 東京都渋谷区 桜丘町２０－４　ネクシィーズスクエアビル

（株）ネクシィーズ・ゼロ 東京都渋谷区 桜丘町２０－４

（株）ネクスウェイ 東京都港区 虎ノ門４ー３ー１３ヒューリック神谷町ビル

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区 曽川甲５２７－３ 関東支店 千葉県成田市 並木町２２１

（株）ノバーク 福島県郡山市 安積荒井２－７５

（株）パークジャパン 東京都渋谷区 東２－１７－９　ＭＹビル

（株）パークプラン工業 山梨県甲斐市 玉川１４４５－４

（株）ハートコーポレイション 茨城県水戸市 中央２－６－１０ 横浜支社 神奈川県横浜市 中区長者町５－５１－１　５０３

（株）ハートメディカル 山梨県甲府市 国母１－１２－３

（株）ハギ・ボー 山梨県甲府市 上今井町７４０－４

（株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村 2360289

（株）パスコ 東京都目黒区 下目黒１－７－１ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内２－３０－２

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

（株）ハヤカワ 山梨県富士吉田市 上吉田２－１－１０

（株)ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区 泉中央２－１１－９

（株）ビー・エム・エル 東京都渋谷区 千駄ヶ谷５－２１－３ 山梨営業所 山梨県甲府市 住吉５－５－６

（株）ビーコンラーニングサービス 東京都中央区 日本橋茅場町２－２－１

（株）ビジネスサポート 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１６６６

(株)ビジョン 東京都新宿区 西新宿６－５－１

（株）ヒット 山梨県甲斐市 篠原１４３６－１

（株）ビルド支援センター 山梨県甲府市 相生２－１６－２

（株）ファーストビジョン 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）ファミリーオート 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１３３９－１

（株）フィリップス・ジャパン 東京都港区 港南２－１３－３７フィリップスビル

（株）フォネット 山梨県甲府市 下石田２－１０－６

（株）フクシ・エンタープライズ 東京都江東区 大島１－９－８ 山梨営業所 山梨県甲府市 徳行３－８－２８

（株）フジコー 山梨県甲府市 国母８－３０－１４

（株）ふじでん 山梨県甲府市 朝気３ー２１ー２９

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区 元城町２１６－１９ 山梨営業所 山梨県甲府市 中央２－９－２０　タカオカビル３０３

（株）ププルインターナショナル 東京都港区 虎ノ門２－２－５

（株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区 内山２－６－２２ 静岡支社 静岡県静岡市葵区 黒金町１１－７大樹生命静岡駅前ビル８Ｆ

（株）ブランド・ワン 山梨県甲府市 伊勢１－２－２４

（株）プランニングネットワーク 東京都北区 田端新町３－１４－６

（株）プリモ 山梨県上野原市 八ツ沢６８９

（株）ブリリアント 東京都立川市 柴崎町２－１１－２０ 山梨本社 山梨県笛吹市 八代町岡７７０－１

（株）ブリング夢屋 山梨県南巨摩郡富士川町 青柳町３４９２－４４
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（株）ブレイン 山梨県甲府市 後屋町５５４－１

（株）フレーベル館 東京都文京区 本駒込６－１４－９ 山梨支店 山梨県甲斐市 西八幡４４０１－４

（株）プレジール 東京都町田市 原町田１－１３－１

（株）プレック研究所 東京都千代田区 麹町３－７－６

（株）ブロードリンク 東京都中央区 日本橋室町４－３－１８

（株）フローレン 山梨県甲斐市 西八幡１１７４

（株）フロンティアサイトー 山梨県甲斐市 竜王１５６０

（株）ヘキサメディア 埼玉県川口市 飯塚１－２－１１川口テラス２０１

（株）ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区 南方３－７－１７ 小中学校事業部 東京都新宿区 西新宿２－１－１　新宿三井ビルディング

（株）ベネフィット・ワン 東京都千代田区 大手町２－６－２

（株）ほうじゅ倶楽部 山梨県笛吹市 石和町松本７７７－１

（株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区 下町２－１６－１

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

（株)ホームネット安心 長野県松本市 和田３９６７－１０

（株）ホクセイ 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居９６２－２

（株）ホンダ四輪販売出羽 山梨県富士吉田市 下吉田東１－１０－５

（株）マーク 岐阜県美濃加茂市 森山町３－１２－１

（株）マインドシェア 東京都港区 三田３－２－８

（株）マエセン 山梨県富士吉田市 下吉田東４－１５－１１

（株）マキノ 静岡県静岡市清水区 殿沢１－１－２５

（株）マツミ・ジャパン 茨城県筑西市 藤ケ谷１６６７－１

（株）マヌ都市建築研究所 東京都文京区 本郷６－１７－９

（株）マルアイ産機 山梨県甲府市 上石田４－８－３０

（株)マルゼン 東京都台東区 根岸２－１９－１８ 山梨営業所 山梨県甲府市 武田３－２－１８

（株）マルヒロメンテナンス 山梨県甲府市 山宮町２８００－２２

（株)マルモ 山梨県中央市 流通団地２－３－５ 吉田営業所 山梨県富士吉田市 下吉田３－３３－３

（株）みぞぐち商会 千葉県市川市 八幡３－２７－２０

（株）ミダックホールディングス 静岡県浜松市東区 有玉南町２１６３

（株）ミネルバ 山梨県都留市 夏狩１６４１－１

（株）ミヤケ電池サービス 神奈川県小田原市 鴨宮２００

（株）ミラボ 東京都千代田区 神田駿河台４－１－２　ステラ御茶ノ水ビル８F

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

（株）ムサシ 東京都中央区 銀座８－２０－３６ 東京第一支店 東京都中央区 銀座８－２０－３６

（株）ムトウ山梨 山梨県甲斐市 篠原１９４５

（株）ムラウチホビー 東京都八王子市 大和田町５－１６－１

（株）メイキョー 山梨県甲府市 徳行２－２－３８

（株)メエップ 長野県松本市 大字島立１８３６－１０

（株）メディアドゥ 東京都千代田区 一ツ橋一丁目１番１号

（株）メディアブレイン 山梨県甲府市 下石田２－１４－８

（株）メディセオ 東京都中央区 八重洲２－７－１５ 山梨中央支店 山梨県中央市 山之神流通団地北２

（株）メフォス 東京都港区 赤坂２－２３－１
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（株）モリタ 兵庫県三田市 テクノパーク１－５ 東京支店 東京都港区 芝５－３６－７　三田ベルジュビル１９階

（株）モリタテクノス 兵庫県三田市 テクノパーク３２ 東日本営業部 千葉県船橋市 小野田町１５３０

（株）やおき 山梨県大月市大月町 花咲５５７

（株）ヤヒロ商事 山梨県都留市 つる５－１０－２０

（株）ヤマゲン 山梨県甲府市 上町１８６０－３

（株）ヤマシタ 静岡県島田市 中河７３７ 山梨営業所 山梨県甲府市 和戸町１０１８－１

（株）ヤマゼン 三重県伊賀市治田 字シデノ木２４４１－１

（株）ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町 44197 山梨営業所 山梨県甲斐市 富竹新田１９０２－３

（株）ヤマモト 静岡県富士宮市 山宮２３４４

（株）ユーティーワイ企画 山梨県甲府市 湯田２－９－８

（株）ユニオックス 山梨県甲府市 中央３－４－５

（株）ユニセン 山梨県甲府市 青葉町１２－２７

（株）ユニマットライフ 東京都港区 南青山２－１２－１４ レンタル山梨営業所 山梨県笛吹市 一宮町国分１０９３－２

（株）ライク 山梨県富士吉田市 上吉田東５－１３－１７

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

（株）ライテック 東京都新宿区 市谷船河原町１１

（株）ライフインナカゴミ 山梨県甲府市 丸の内２－４－２０

（株）ライフパシフィックデザイン 鹿児島県鹿児島市 吉野町２２２９－９ 山梨営業所 山梨県甲府市 白井町１６５－３

（株）ラジカルラボ 静岡県静岡市駿河区 高松１－２６－５

（株）リィツメディカル 愛知県豊川市 平井町東野地２４－３ 山梨営業所 山梨県甲斐市 万才７５１－１　ビルズロザリオ１０５

（株）リィツメディカル 愛知県豊川市 平井町東野地２４－３ 山梨営業所 山梨県甲斐市 万才７５１－１　ビルズロザリオ１０５

（株）リクチ漏水調査 東京都新宿区 中落合３－２１－２

（株）リクルート 東京都千代田区 丸の内１－９－２

（株）リクルート 東京都千代田区 丸の内１－９－２

（株）リジオナル・プランニング・チーム 東京都新宿区 四谷２－１１

（株）リズム 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７３９２－１

（株）リトルツリー 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立６３３８

（株）リプライ 山梨県富士吉田市 松山５－１２－１８

（株）ルフラン 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津８９０

（株）ルフラン 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津８９０

（株）レパスト 東京都港区 東新橋１－９－１

（株)レンタルのニッケン 東京都千代田区 永田町２－１４－２ 甲府営業所 山梨県甲府市 中小河原町７３１

（株）ロード 山梨県甲府市 下小河原町２６２

（株）ワイ・シー・シー 山梨県甲府市 飯田３－１－２

（株）ワイ・シー・シー・データエントリー 山梨県甲府市 飯田３－１－２

（株）ワイイーシーソリューションズ 横浜市中区 山下町２２

（株）ワイド 長野県伊那市 西町５８４５－１

（株）ワコーインターナショナル 東京都北区 豊島１－３４－５

（株）ワン・スリー 山梨県富士吉田市 上吉田４８２４－８

（株）伊藤園 東京都渋谷区 本町３－４７－１０ 甲府支店 山梨県甲府市 上石田４－８－３０

（株）羽田印刷 山梨県富士吉田市 下吉田４－１２－１７
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事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（株）雨宮建築設計事務所 山梨県甲府市 上石田４－７－７

（株）円山メディカル 北海道札幌市中央区 円山西町１－４－３－１０６

（株）岡島 山梨県甲府市 丸の内１－２１－１５

（株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区 登戸新町１２９－１

（株）河口湖庭園 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４９４０－１

（株)河合楽器製作所 静岡県浜松市 中区寺島町２００ 関東支社　甲府店 山梨県甲府市 中小河原１－１２

（株）河西金属商事 山梨県中巨摩郡昭和町 西条４８５

（株）介護センター花岡 長野県諏訪郡下諏訪町 1566162 甲府店 山梨県甲斐市 西八幡３８００－１

（株）会議録センター 埼玉県鴻巣市 鎌塚１－４－１２

（株）会議録研究所 東京都新宿区 市谷八幡町１６

（株）萱沼商事 山梨県富士吉田市 下吉田３－３８－１６

（株)環境アセスメントセンター 静岡県静岡市葵区 清閑町１３－１２

（株）環境管理コンサルタント 山梨県甲府市 堀之内町４５－１

（株）環境技術センター 長野県松本市 大字笹賀５６５２－１６６ 山梨営業所 山梨県甲斐市 島上条７４７－１

（株)環境計量センター 静岡県静岡市駿河区 下川原１－１５－１５ 山梨検査所 山梨県南アルプス市 宮沢１２９－１

（株）環境総合研究所 埼玉県川越市 鴨田５９２－３

（株）管総研 兵庫県尼崎市 浜１－１－１ 東京支店 東京都中央区 京橋２－１－３

（株）関電エネルギーソリューション 大阪府大阪市北区 中之島２－３－１８

（株）関東技研 山梨県韮崎市 穴山町三ツ石８７８６

（株）関東日立 東京都台東区 東上野２－７－５ 山梨支社 山梨県甲府市 上今井町７５３

（株)丸菱行政地図 東京都台東区 池之端２－５－４１

（株）丸富 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１９１－１

（株）吉原明販 山梨県山梨市 下神内川１８３－６

（株）久米電機 愛知県みよし市 三好町折坂７５－１３

（株）休日デザイン研究所 東京都千代田区 霞が関１－４－１

（株）京葉興業 東京都江戸川区 篠崎町１－２－６ 甲府支店 山梨県甲府市 富士見２－４－３

（株）共立ピー・シー・オー 山梨県甲斐市 富竹新田７９３－２

（株）共和産業 山梨県大月市 七保町葛野２３９０－４

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区 笹塚１－６２－１１ 山梨営業所 山梨県甲府市 中央２－２－１０　メルヴェール中央１０１

（株）峡南堂印刷所 山梨県甲府市 丸の内１－１０－１

（株)教育ソフトウェア 東京都八王子市 横山町１０－２八王子ＳＩＡビル

（株）近畿日本ツーリスト 東京都新宿区 西新宿２－６－１ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内２－１－１

（株）金峰商会 山梨県甲府市 丸の内３－３２－１

（株）窪田商店 山梨県富士吉田市 下吉田２－４－４０

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区 北堀江１－１２－１９ 東京支社 東京都港区 港南２－１６－２

（株）計測技術管理センター 山梨県笛吹市御坂町 成田２７２２－１

（株）警備サービス輝 山梨県甲府市 徳行２－１６－２８

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

（株)建設技術研究所 東京都中央区 日本橋浜町３－２１－１ 山梨事務所 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

（株）原無線技術研究所 山梨県甲府市 相生２－１６－１

（株）現代けんこう出版 東京都墨田区 両国１－１２－８



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（株）古屋興業 山梨県山梨市 落合９９６

（株）古環境研究所 埼玉県さいたま市西区 土屋１７９５－２４

（株）五百藏造園土木 山梨県甲州市 塩山赤尾５４３－２

（株）公害技術センター 長野県長野市 若里４－１７－２０ 松本支店 長野県松本市 平田西１－１－２６

（株）公職研 東京都千代田区 神田神保町２－２０

（株）向田工業所 静岡県藤枝市 岡部町岡部１８２６－１

（株）工業複写センター 静岡県静岡市葵区 川合３－２６－２２

（株）港公会計 東京都港区 西新橋２－２－２

（株）甲信マツダ 長野県長野市 中御所１－２７－２２ （株）甲信マツダ 山梨県甲府市 国母８－１２－３９

（株）甲府キンダイサービス 山梨県甲府市 西田町２－６５

（株）甲府情報システム 山梨県中央市 流通団地２－５－１

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区 中央２－４８－５

（株）国際開発コンサルタンツ 東京都新宿区 新宿６－２７－５６

（株）佐野印刷 山梨県都留市 中央２－７－３

（株）佐野設計 山梨県笛吹市石和町 東高橋３７１

（株)財商 静岡県富士市 中里９３１ 財商甲府営業所 山梨県甲府市 大里町４２２７－１

（株）三英東体 山梨県甲府市 下飯田４－４－２５

（株）三機堂 山梨県甲府市 上石田４－１１－８

（株）三興山梨 山梨県甲州市勝沼町 勝沼２９９３

（株）三枝理研 山梨県甲府市 城東２－１４－１０

（株)三水 静岡県静岡市清水区 三保５２６－６

（株)三水コンサルタント 大阪府大阪市 北区中之島６－２－４０ 山梨事務所 山梨県甲斐市 大下条３７２－１６

（株)三豊 愛知県豊橋市 西山町字西山３２８

（株）三友 山梨県甲府市 塩部４－５－２３

（株）三和リース 山梨県笛吹市御坂町 成田２４３６

（株）山崎屋 山梨県富士吉田市 中曽根１－３－３８

（株）山中湖観光振興公社 山梨県南都留郡山中湖村 山中８６５－７７６

（株）山通 山梨県甲府市 飯田５－５－２７

（株）山梨さえき 山梨県富士吉田市 富士見６－１１－２３

（株）山梨サンエー 山梨県笛吹市一宮町 東原９００

（株）山梨スポーツ 山梨県大月市 御太刀１－１５－９

（株）山梨ニューメディアセンター 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）山梨フジカラー 山梨県中巨摩郡昭和町 西条３５６

（株）山梨ボーリング 山梨県甲府市 西高橋町２３３

（株）山梨ミツウロコ 山梨県中央市 山之神流通団地２－８－４

（株）山梨リース 山梨県甲府市 青葉町１１－８

（株）山梨環境サービス 山梨県笛吹市一宮町 東新居１０６５－１

（株）山梨興農 山梨県甲府市 朝日５－８－２７

（株）山梨県環境科学検査センター 山梨県甲斐市 竜王新町２２７７－１２

（株）山梨広告運送 山梨県中央市 西新居３３０－７

（株）山梨施設管理 山梨県甲府市 山宮町３２７１－３



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（株）山梨新興徽章 山梨県甲府市 善光寺１－６－８

（株）山梨新報社 山梨県甲府市 湯田２－９－８　ユー・ティー・ワイ会館２階

（株）山梨中央銀行 山梨県甲府市 丸の内１－２０－８

（株）山梨放送 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）山梨毎日広告社 山梨県甲府市 蓬沢１－５－８

（株）四門 東京都千代田区 神田三崎町２－４－１

（株）市陸 山梨県中巨摩郡昭和町 河西１３２７

（株）氏家製作所 埼玉県さいたま市大宮区 三橋１－５９２

（株）芝保 山梨県甲府市 貢川本町１８－２０

（株）社会保険出版社 東京都千代田区 神田猿楽町１－５－１８

（株）勝沼運送 山梨県中央市 山ノ神流通団地３－３－２

（株)匠メディカル 山梨県中巨摩郡昭和町 西条５１４１

（株）小山電気 山梨県笛吹市 御坂町成田１７５２－１

（株)小松製作所 長野県諏訪市 湖岸通り２－３－１４

（株）小泉中部 山梨県甲府市 蓬沢町９４５－１ 富士吉田営業所 山梨県富士吉田市 上吉田５５８７－２

（株）小泉中部 山梨県甲府市 蓬沢町９４５－１ 富士吉田営業所 山梨県富士吉田市 上吉田５５８７－２

（株）小林事務機 山梨県笛吹市 石和町今井１８５－２

（株）少國民社 山梨県甲府市 住吉１－１３－１

（株）昭文社 東京都千代田区 麹町３－１

（株）松村電機製作所 東京都文京区 根津２－１２－１ 東京支店 東京都台東区 池之端２－７－１７　井門池之端ビル

（株）松田衛生 山梨県山梨市 下井尻３８０

（株）湘南ワイパーサプライ 神奈川県横浜市泉区 上飯田町２８６－１ 山梨支店 山梨県甲府市 国母４－１５－１５

（株)城南メンテナンス 静岡県藤枝市 築地３２３

（株）伸電工業 山梨県甲斐市 富竹新田１６１９－１

（株）新光設備工業 山梨県甲府市 上阿原町６６９ー１

（株）新東管理 東京都東大和市 蔵敷２－４８０－２

（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

（株）森銀 山梨県甲府市 住吉４－１４－２１

（株）森嶋 山梨県富士吉田市 下吉田４－１０－２２

（株）進藤設計事務所 山梨県甲府市 塩部３－１３－３

（株）図書館総合研究所 東京都文京区 大塚３－１－１

（株）図書館流通センター 東京都文京区 大塚３－１－１

（株)水機テクノス 東京都世田谷区 桜丘５－４８－１６

（株)水機テクノス 東京都世田谷区 桜丘５－４８－１６

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区 新宿１－２０－１３

（株）星野 山梨県甲府市 荒川２－６－４０

（株)正直堂 山梨県甲府市 中央２－１２－１５ 富士河口湖営業所 南都留郡富士河口湖町 勝山４４８０－１

（株）正文堂 山梨県甲府市 塩部１－６－９

（株）生態計画研究所 東京都東村山市 栄町２－２８－５

（株）西井電設 山梨県甲斐市 島上条１８９２

（株)西原環境 東京都港区 海岸３－２０－２０ 東京・東北支店 東京都港区 海岸３－２０－２０



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（株）西商店 山梨県韮崎市龍岡町 下條南割西原５００－１

（株）西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区 宮原２－１０－９ 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区 三橋２－８０１－２

（株）青木商店 埼玉県新座市 中野１－１－２８

（株)静環検査センター 静岡県藤枝市 高柳２３１０ 甲府支店 山梨県甲府市 徳行３－４－８

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市 無量寺町ハ６－１ 東京支社 東京都港区 芝１－１０－１１　コスモ金杉橋ビル

（株）赤尾 大阪府大阪市西区 新町４ー１３ー１ 東京本社 東京都千代田区 外神田６－１３－１３

（株）宣通 愛知県名古屋市 東区東桜２－１６－２７

（株）川合ネームプレート製作所 栃木県那須塩原市 石林３１８－１

（株）前田源商店 山梨県富士吉田市 下吉田２－２５－２４

（株）前田製作所 長野県長野市 篠ノ井御幣川１０９５ 富士吉田営業所 山梨県都留市 桂町１１７７－４

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市 仲町５－１１ 関東支店 埼玉県川口市 仲町５－１１

（株）相和 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３６８３－２

（株)総合環境分析 神奈川県横浜市 緑区鴨居１－１３－２ 山梨営業所 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門字向新田４０２７－２

（株）総合設計研究所 東京都千代田区 飯田橋４－９－４

（株）総合防災ソリューション 東京都千代田区一番町 １３－１６

（株）大丸金属 山梨県韮崎市 龍岡町下條南割６３５ （株）大丸金属 山梨県韮崎市 竜岡町下條南割６３５

（株）大輝 東京都府中市 武蔵台３－７－８ 山梨支店 山梨県甲府市 大里町４１７７

（株）大信ベスト 山梨県富士吉田市 富士見１－５－２６

（株）大成電気 山梨県甲府市 美咲１－９－７

（株）大塚 静岡県富士市 大淵１－１０５８ 山梨営業所 山梨県甲府市 西下条町９９６－１

（株)大林組 東京都港区 港南２ー１５－２ 東京本店 東京都港区 港南２ー１５－２

（株）大和速記情報センター 東京都港区 新橋５－１３－１

（株）第一プログレス 東京都千代田区 有楽町２－１０－１

（株）第一興商 東京都品川区 北品川５－５－２６ 山梨支店 山梨県甲府市 国母５－５－１２

（株）滝田電気商会 山梨県韮崎市 穂坂町宮久保５１４０－１

（株）卓示書店 山梨県富士吉田市 下吉田２－１４－４

（株）辰己モータース 山梨県中央市 浅利３５７１－１

（株）丹沢電機 山梨県甲府市 伊勢１－１０－３

（株）知識経営研究所 東京都港区 麻布十番２－１１－５

（株)地域計画センター 長野県長野市 大字北長池字上河原１９２４－２

（株）地域設計 山梨県韮崎市 円野町下円井２２６９

（株）地域総合計画 長野県須坂市 大字野辺１３５４－１ 関東事業所 埼玉県志木市 館１－６－１５－２０４

（株）中央エコテック 山梨県甲府市 相生１－９－３長坂ビル３Ｆ

（株）中央ジオマチックス 東京都板橋区 舟渡３－１５－２２ 静岡営業所 静岡県静岡市葵区 本通４－３－７

（株）中央ビルサービス 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１９１４

（株)中央メディカル 長野県松本市 神林７１０７－４８ 山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 押越２２９１

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市 広岡３－３－７７　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 山梨事務所 山梨県甲府市 山宮町２９２５－２

（株)中西製作所 大阪府大阪市 生野区巽南５－４－１４ 長野営業所 長野県長野市 東和田２１０－３

（株）中村商事 山梨県都留市 小野３２１－１

（株）中通 山梨県甲府市 蓬沢１－７７８

（株）中部環境開発 山梨県甲府市 国母６－５－１



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在
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（株）中澤 山梨県南アルプス市 在家塚１２３５

（株）仲村造園 山梨県北杜市 明野町小笠原３８３８

（株）長田玉夫商会 山梨県甲府市 貢川本町５－２３

（株）通電技術 北海道札幌市白石区 平和通２－北１１－２０

（株）帝国データバンク 東京都港区 南青山２－５－２０ 甲府支店 山梨県甲府市 飯田１－１－２４　ＯＳＤ－３ビル４Ｆ

（株）天一サービス 山梨県甲府市 朝日１－９－４

（株)電算 長野県長野市 鶴賀七瀬中町２７６－６

（株）電算システム 岐阜県岐阜市 日置江１－５８ （株）電算システム 岐阜県岐阜市 日置江１－５８

（株）渡辺工業所 山梨県甲府市 国母５－９－２４

（株）渡邉工務店 山梨県南都留郡忍野村 内野１６０

（株）土手影建設 山梨県南都留郡忍野村 内野６９６

（株）土手影建設 山梨県南都留郡忍野村 内野６９６

（株）島津製作所 京都市中京区 西ノ京桑原町１ 東京支社 東京都千代田区 神田錦町１－３

（株）島田プロセス 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１５３４

（株）島田組 大阪府八尾市 弓削町南３－２０－２

（株）東ポン商会 山梨県甲府市 七沢町１７４－９

（株）東栄 山梨県富士吉田市 新屋３－５－１３

（株）東京アドレップ 東京都千代田区 内幸町２－１－４

（株）東京サービス 東京都立川市 西砂町３－６９－４ 山梨支店 山梨県上野原市 新田３５７－１

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

（株)東京建設コンサルタント 東京都豊島区 北大塚１－１５－６ 山梨事務所 山梨県甲府市 丸の内２－１６－６

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市 伊佐沼２８－１

（株）東京商工リサーチ 東京都千代田区 大手町１－３－１ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内２－８－３　丸和ビル２階

（株）東京電機 茨城県つくば市 桜３－１１－１

（株)東京法規出版 東京都文京区 本駒込２－２９－２２

（株）東計電算 神奈川県川崎市中原区 市ノ坪１５０

（株）東建社 東京都立川市 富士見町１－１５－５

（株）東甲社 山梨県甲府市 新田町９－１２

（株）東日本イノアック 山梨県西八代郡市川三郷町 大塚７００

（株）東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区 清新８－９－１７

（株）東洋インターフェイス 山梨県甲府市 中小河原町２８９－４

（株）東洋食品 東京都台東区 東上野１－１４－４

（株)東洋設計 石川県金沢市 諸江町中丁２１２－１ 東京支社 東京都千代田区 岩本町３－１－２

（株）東洋設計事務所 東京都文京区 本郷３－６－６ 山梨出張所 山梨県甲斐市 竜王１６６６－１

（株)藤江 東京都墨田区 両国１－１０－７

（株）道路企画 山梨県甲府市 下飯田３－６－２

（株）内田印刷所 山梨県甲府市 中央２－１０－１８

（株）内田洋行 東京都中央区 新川２－４－７ 営業統括グループ 東京都江東区 東陽２－３－２５

（株）内藤 山梨県韮崎市 円野町上円井３０２５

（株）内藤ハウス 山梨県韮崎市 円野町上円井３１３９

（株）南アルプス 山梨県南アルプス市 下高砂２８０－１



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在
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（株)南信サービス 長野県下伊那郡松川町 元大島２７１５－４３

（株）日医工山梨 山梨県中央市 山之神流通団地１－６－２

（株）日建 山梨県南アルプス市 上今諏訪５６４－１

（株）日新商会 山梨県笛吹市 石和町唐柏１２８－２

（株）日新厨房企画 山梨県中央市 山之神流通団地北１

（株）日水コン 東京都新宿区 西新宿６－２２－１　新宿スクエアタワー 山梨事務所 山梨県甲府市 丸の内２－１４－１３　ダイタビル

（株)日展 大阪府大阪市 北区万歳町３－７ 東京支店 東京都台東区 東上野６－２１－６

（株）日比谷アメニス 東京都港区 三田４－７－２７

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区 南本町３－６－１４ 神奈川営業所 神奈川県横浜市中区 不老町１－４－４

（株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市 緑台１－１９－１１

（株)日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区 錦１－６－１８　Ｊ・伊藤ビル４階

（株）日本コーイン 山梨県甲府市 中町４３０－１

（株）日本ツーリスト 山梨県富士吉田市 緑ケ丘１－１－１３

（株）日本テクノ 静岡県静岡市駿河区 西脇６１１－１

（株）日本プロフィックス・エンジニアリング 東京都千代田区 九段北１－４－５　北の丸グラスゲート６階Ａ

（株）日本メディカ 東京都日野市 高幡５０７－４－４１３

（株）日本リフレッシュ 山梨県甲府市 徳行２－１０－１９

（株)日本レップス 神奈川県横浜市中区 元浜町３－１５

（株）日本環境ビルテック 東京都豊島区 東池袋３－２０－３ 山梨本社 山梨県甲府市 朝日１－１－１

（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

（株)日本水道設計社 東京都千代田区 三番町１ 甲府営業所 山梨県甲府市 城東３－１－１７－２０３

（株)日本選挙センター 東京都千代田区 神田神保町１－３４

（株）日本農産 山梨県中巨摩郡昭和町 河東中島４９８

（株）日本旅行 東京都中央区 日本橋１－１９－１　日本橋ダイヤビルディング１２階 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内２－２９－４　明治安田生命甲府ビル１階

（株）日本漏防コンサルタント 徳島県徳島市 南田宮２－７－４ 関東営業所 埼玉県和光市 中央２－６－６

（株）日立システムズ 東京都品川区 大崎１－２－１ 関東甲信越支社　営業本部　第一営業部 埼玉県さいたま市 大宮区仲町２－７５

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

（株）熱研メンテナンス 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立５４５１－３

（株）乃村工藝社 東京都港区 台場２－３－４

（株）馬場設計 山梨県甲府市 塩部４－１５－８

（株）馬渕商事 東京都目黒区 平町１－１６－２４

（株）白岩設計 静岡県浜松市中区 山手町３１－２ 山梨事務所 山梨県富士吉田市 上吉田７－３－９

（株）白信 山梨県南アルプス市 百々２５４－２

（株)畠山ポンプ製作所 静岡県沼津市 東間門２－１－５

（株）樋川翠真堂 山梨県富士吉田市 中曽根１－４－２２

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市 富竹３－１－３

（株）富士メンテサービス 山梨県富士吉田市 新西原１－３０－５

（株）富士急ビジネスサポート 山梨県富士吉田市 新西原５－２－１

（株）富士急百貨店 山梨県富士吉田市 上吉田２－５－１

（株）富士情報 山梨県富士吉田市 上吉田１－６－３ エントリー事業本部山梨事業部 山梨県富士吉田市 上吉田３－１２－１５

（株)富士植木 東京都千代田区 九段南４－１－９ 山梨支店 山梨県山梨市 上栗原９４５
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（株）富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区 末長３－３－１７ 情報通信ネットワーク営業部 神奈川県川崎市高津区 末長３－３－１７

（株）冨士美建 山梨県都留市 十日市場３　堀口アパート第１－１５

（株）武田広告社 山梨県甲府市 千塚２－５－１７

（株）武揚堂 東京都中央区 日本橋３－８－１６

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区 博多駅東３－６－１８ 東京支社 東京都千代田区 神田岩本町４－１４

（株）文化財ユニオン 東京都文京区 湯島２－１４－２

（株）文祥堂オフィスファシリティーズ 山梨県中央市 流通団地３－６－２

（株）平安堂 長野県長野市 南千歳１丁目１５番地３ 平安堂卸部甲府営業所 山梨県甲府市 国母４－２－４

（株）平井屋 山梨県南都留郡西桂町 小沼１４０９

（株）平塚メディカル 山梨県甲府市 飯田２－１９－７

（株)法研 東京都中央区 銀座１－１０－１

（株）邦文堂 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１１９９

（株）北川鉄工所 滋賀県彦根市 鳥居本町１２５８

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

（株）堀内製作所 山梨県山梨市 落合２７１－２

（株）本久 長野県長野市 桐原１－３－５

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

（株）夢工房 兵庫県神戸市 中央区雲井通２－１－９　ＴＳＫＫ神戸４階

（株）無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区 相生町１－１　小原ビル

（株）名豊 愛知県名古屋市中区 松原２－２－３３

（株）明光輪業商会 山梨県富士吉田市 小明見１－１０－１５

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区 大崎３－７－９ 静岡支店　山梨営業所 山梨県甲府市 城東３－１５－１１

（株)野口ポンプ製作所 東京都墨田区 菊川１－１３－１４

（株）柳正堂書店 山梨県甲府市 下石田２－２０－１０

（株）理研グリーン 東京都台東区 東上野４－８－１ 静岡支店 静岡県静岡市駿河区 中村町２－３

（株）流通研究所 神奈川県厚木市 寿町１－４－３－２

（株)両備システムズ 岡山県岡山市 南区豊成２－７－１６

（株）鈴木工業 山梨県都留市 下谷４－４－６

（株）六測 山梨県西八代郡市川三郷町 岩間２２７７－１

（株)和心 東京都新宿区 市谷台町４－２ 山梨支店 山梨県甲府市 塩部３－３－１８

（公財）やまなし文化学習協会 山梨県甲府市 朝気１－２－２

（公財)山梨県学校給食会 山梨県甲府市 中村町６－６

（公財）山梨県健康管理事業団 山梨県甲府市 宝１－４－１６

（公財）山梨総合研究所 山梨県甲府市 丸の内１－８－１１

（公財）山梨文化財研究所 山梨県笛吹市 石和町四日市場字大剣１５６６－２

（公財）日本生産性本部 東京都千代田区 平河町２－１３－１２

（公社）東京電気管理技術者協会山梨支部安田電気管理事務所 山梨県都留市 つる１－８－２９

（公社）富士五湖広域シルバー人材センター 山梨県富士吉田市 松山１２４８

（合）スクールゴー 大阪府大阪市天王寺区 味原本町１ー９

（合）新世界通り 山梨県富士吉田市 富士見１－１－５

（合）柏木 山梨県富士吉田市 大明見６－１２－１



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（生協）パルシステム山梨 山梨県甲府市 古上条町２２５－１

（特非）エコシティ 山梨県甲府市 山宮町３０３７－１７

（特非）かえる舎 山梨県富士吉田市 富士見１－１－５

（特非）さくら国際環境保護協会 山梨県甲斐市 亀沢６９４９－９６

（特非）やまなしキャリアデザイン・ラボ 山梨県中巨摩郡昭和町 河西１２３２－１

（特非）ワーカーズコープ 東京都豊島区 東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル

（特非）山梨ＩＣＴ＆コンタクト支援センター 山梨県甲府市 丸の内２－８－３

（特非）山梨県キャリアコンサルティング協会 山梨県中央市 若宮４９－７

（特非）山梨県安心安全見守りセンター 山梨県甲府市 中央２－１３－２

（福）ありんこ 山梨県富士吉田市 大明見１－１３－２８ 障害福祉サービス事業所ありんこ 山梨県富士吉田市 大明見１－１３－２８

（有）アウティングプロダクツ　エルク 山梨県甲府市 徳行４－１３－９

（有）アクシス環境計画 山梨県北杜市長坂町 小荒間１１０２－１５

（有）アルケーリサーチ 東京都板橋区 中台１－４７－３

（有）いすずパッケージ 山梨県甲府市 大里町２３５－１

（有）いっこう 山梨県富士吉田市 下吉田東２－３－３

（有）エコメイト 岐阜県羽島市 正木町須賀赤松１７７

（有）エス・ケー防災 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１５９６－５

（有）エフ・ラインワタトウ 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３１００－５

（有）オオハラ 山梨県富士吉田市 下吉田５－３１－１９

（有）キョウワエンジニアリングサービス 山梨県富士吉田市 小明見３－１３－１３

（有）クリーン 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４６２０－１１

（有）クリーンアシスト 山梨県甲府市 川田町３６－２

（有）クリーンワールド 山梨県富士吉田市 中曽根３－５－３９

（有）コグレマリンサービス 神奈川県厚木市 戸田１４７５－４

（有）サイシン広告 埼玉県秩父市 下影森４０５７－１１

（有）サンアンドグリーン 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１１０４－２

（有）サンスペースアメニティ 山梨県南都留郡山中湖村 山中８６５－１３７

（有）サンセイトレーディング 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７０３９

（有）サンテック 静岡県富士宮市 大中里１２７４－６

（有）サンテレコムサービス 山梨県甲府市 中央２－１３－２

（有）サンフロンティア 山梨県南アルプス市 飯野３６８８－１１

（有）サンリツ造園土木 山梨県甲府市 善光寺町３１３５

（有）サンローク 山梨県富士吉田市 松山３－６－２４

（有）サンワオート 山梨県南都留郡山中湖村 山中８６５－１４

（有）シグナル 北海道札幌市東区 北１５条東１８－１－２６

（有）スエキ文具堂 山梨県甲府市 青沼１－１－８

(有)スポーツショップカンダ 山梨県富士吉田市 下吉田５－２４－１２

（有）ターレット 山梨県甲府市 上今井町６１９－３

（有）タイメー 山梨県富士吉田市 新町４－１０－１

（有）タクミプリント 山梨県富士吉田市 上吉田東８－１９－１２

（有）ダスキン北富士 山梨県富士吉田市 新西原３－１８－２



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（有）タナカ設備 山梨県笛吹市 御坂町尾山３２３－１

（有）トアシステム 山梨県甲府市 山宮町１００２－１４

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町 ４８８－１７

（有）バイパス清果園 山梨県笛吹市 一宮町地蔵堂３１０

（有）パイプドクター 山梨県富士吉田市 中曽根２－４－５９ （有）パイプドクター 山梨県甲斐市 篠原４９９－３

（有）フジヨシ 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立２３７７

（有）フタバクリーンサービス 山梨県甲府市 伊勢２ー１３ー５

（有）ホンダ 静岡県静岡市清水区 三保３１１７ー２

（有）マーディー 山梨県南都留郡山中湖村 山中８６５－２８８

（有）ミトモ商事 山梨県甲府市 大里町２４３２－１

（有）ヤナイスポーツ 山梨県都留市 上谷１－３－１０

（有）ユニフォームナカムラ 山梨県富士吉田市 上吉田２－１－９

（有）ループエンジニアリング 山梨県甲斐市 中下条４７２－１２

（有）ルビー 山梨県韮崎市 上ノ山３６４４－６

（有）ワイ・エス・ケイ 山梨県山梨市 大野１７７１－７

（有）鮎川ボイラー商会 山梨県富士吉田市 上吉田４５７８－９

（有）安田商事 山梨県富士吉田市 竜ヶ丘２－７－２

（有）井出デバリ商店 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津２６

（有）印刷エトリ 山梨県都留市 中央２－７－２４

（有）羽田屋 山梨県富士吉田市 中曽根１－３－４５

（有）河静クリーンサービス 山梨県富士吉田市 下吉田１－１３－１９

（有）河津屋本店 山梨県富士吉田市 上吉田２－１０－１７

（有）河野保険事務所 山梨県富士吉田市 上吉田東２－５－３３

（有）管清社 山梨県甲府市 古上条町１２６－２

（有）丸正電器 山梨県富士吉田市 下吉田３－３－２４

（有）共栄小林 山梨県甲斐市 篠原２２０４－１４

（有）共和清掃社 山梨県富士吉田市 小明見３－１３－１３

（有）峡西警備保障 山梨県南アルプス市 曲輪田２０８３

（有）峡西豆腐工房横山食品 山梨県南アルプス市 下今諏訪５６４

（有）峡南環境サービス 山梨県南アルプス市 戸田９１６－１８

（有）玉穂商会 山梨県中央市 一町畑１９２

（有）建備 山梨県甲斐市 富竹新田５９９－１

（有）権正畳店 山梨県富士吉田市 下吉田東２－１０－１６

（有）原田機械設備 山梨県甲府市 湯村１－１０－１３

（有）古原 山梨県富士吉田市 向原３－２－１３

（有）晃佑測機 山梨県甲府市 貢川本町１８－２０

（有）佐藤教材 山梨県富士吉田市 下吉田３－３９－１

（有）佐藤林業 山梨県笛吹市 御坂町藤野木１４５２

（有）三井シーズテック 山梨県甲斐市 篠原２７４１

（有）三国屋商店 山梨県富士吉田市 下吉田３－２８－１

（有）山峡商会 山梨県南アルプス市 鮎沢２８２



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（有）山口商事 山梨県大月市 御太刀１－１５－９

（有）山十製紙 山梨県南巨摩郡身延町 西嶋１２１２

（有）山本音響工事 山梨県甲斐市 竜王４１－２

（有）山梨カレツト 山梨県南アルプス市 徳永１６８５－１３

（有）山梨環境整備 山梨県甲府市 下曽根町３８３７－８

（有）山梨環境分析センター 山梨県都留市 大幡１１１０

（有）山梨紙業 山梨県都留市 田野倉１４５

（有）若葉林業 山梨県南巨摩郡身延町 西嶋１３２８

（有）小山田商店 山梨県南都留郡西桂町 小沼１００－１

（有）小池時計店 山梨県富士吉田市 下吉田５－２－１

（有）松山電工社 山梨県富士吉田市 松山４－３－３

（有）松島屋 山梨県富士吉田市 下吉田３－３３－１３

（有）上田屋商会 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４２７３

（有）上野原ビルサービス 山梨県上野原市 新田３５７－１

（有）信栄 山梨県南巨摩郡富士川町 天神中條１０６０－１

（有）新成田総合社 千葉県成田市 御所の内１８－４

（有）進和 埼玉県所沢市 下富１２８８－１

（有）盛秀堂 山梨県富士吉田市 富士見１－２－１１

（有）川口商会 山梨県甲府市 西高橋町３７３－６

（有）創美社 山梨県甲斐市 宇津谷８７３

（有）大黒屋商店 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３７７４

（有）滝企画 静岡県静岡市清水区 高橋３－９－７１

（有）中央美装サービス 山梨県笛吹市 一宮町竹原田１８２４－５

（有）中村ポンプ工作所 山梨県甲府市 伊勢１－５－１６

（有）中田電気サービス 山梨県南都留郡富士河口湖町 河口２８２３－１

（有）長田商事 山梨県富士吉田市 上吉田東３－３－４３

（有）鶴田看板塗装店 山梨県山梨市 上神内川１８２－３

（有）天野印刷所 山梨県甲州市 勝沼町勝沼３１１１

（有）土橋商店 山梨県山梨市 上神内川４５５－１

（有）東京インテリア・クラフト 東京都豊島区 巣鴨１－１４－３藤ビル３０３

（有）東部フィールド環境 山梨県南都留郡西桂町 小沼２９７０－１

(有)藤森金物商店 山梨県甲府市 丸の内２－９－１０

（有）日本一安い罠の店 大分県由布市 挾間町来鉢２９９６－２

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市 名東区一社２－３０　東名グランドビル８階 山梨事務所 山梨県甲府市 堀之内町８４０－１

（有）富士メディカルサービス 山梨県甲府市 川田町４６６

（有）富士リスクコンサルティング 山梨県富士吉田市 下吉田１－４－２１

（有）武田武藤薬局 山梨県甲府市 大手１－２－３

（有）平穂医科器械 山梨県南アルプス市 大師２４４－１３

（有）宝観光バス 山梨県都留市 大幡４７８８－４

（有）望月商店 山梨県富士吉田市 竜ケ丘２－６－１３

（有）北井乳販 山梨県富士吉田市 下吉田５－２２－１



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

（有）北富士自動車工業 山梨県富士吉田市 中曽根３－２－３６

（有）幼材社 山梨県甲府市 下鍛冶屋町６９－１１

（有）竜巳一級建築設計事務所 山梨県甲府市 蓬沢１－１２－１０

（有）廣瀬商事 山梨県笛吹市石和町 広瀬３２９－２

ACT地図設計 山梨県甲府市 徳行１－６－２８

ACライフダクトカンパニー（株） 東京都千代田区 平河町２－１２－１８

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区 山王１－３－５

CreaF 山梨県富士吉田市 上吉田１－１０－１８

Ｆ３６０ 山梨県富士吉田市 上吉田３－１５－１６

HARVEY（株） 愛知県名古屋市昭和区 阿由知通１－５－３ 東京支店 東京都千代田区 麹町２－４

ＨＥＮＮＧＥ（株） 東京都渋谷区 南平台町１６－２８

k-craft（株） 山梨県南アルプス市 鏡中條２１４－１

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市 伊奈平１－７０－２

ＬＰＡパートナー（株） 静岡県浜松市中区 板屋町１１０－５　浜松第一生命日通ビル３Ｆ

ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区 神南辺町２－９０－５

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区 港南２－１５－３ 西東京支店 東京都立川市 曙町２－２０－５

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区 後楽２－６－１　飯田橋ファーストタワー 甲府営業所 山梨県甲府市 相生２－３－１６　三井住友海上甲府ビル

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区 三田１－４－２８ 西関東支社甲府支店 山梨県甲府市 相生２－３－１６

Ｎｅｘｔ‐ｉ（株） 愛知県名古屋市中村区 名駅２－３５－２２ さいたま支店 埼玉県さいたま市北区 宮原町３－３０６－６

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

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 東京都新宿区 新宿２－１３－１２

ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町 44349

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区 晴海１－８－１１

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

ＳＢＳロジコム（株） 東京都墨田区 太平４－１－３

ＴＫ・Ｎｅｘｕｓ（株） 山梨県南アルプス市 寺部１６６３－３

ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区 大塚３－１－１

Ｙ・Ｍコーポレーション 山梨県甲斐市 長塚７８１－１

YST（株） 山梨県都留市 下谷３７６２－１

ＹＵＩホールディングス（株） 山梨県甲府市 丸の内２－８－３

アーキサーバ 山梨県笛吹市 一宮町地蔵堂３１０

アート引越センター長野（株） 長野県上田市 上丸子３０５－１

アイＬＡＢＯ 山梨県山梨市 北３５４－６

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 東京都渋谷区 恵比寿１－２８－１ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内３－２０－５

アイオージー（合） 山梨県甲斐市 竜王新町８８６－１４

アイテック（株） 大阪府大阪市北区 梅田３－３－１０ 山梨支店 山梨県山梨市 小原東１１２－１

アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区 五橋２－１２－１

アキシカ工芸 山梨県甲州市 塩山上於曽７７６

アクア 山梨県富士吉田市 下吉田２－２８－２７

アクタス税理士法人 東京都港区 赤坂３－２－６

アクティブ設備管理 山梨県富士吉田市 下吉田３－３９－６
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アクリーグ（株） 栃木県小山市 大字外城８１－９ 千葉支店 千葉県習志野市 津田沼３－５－１２

アジア航測（株） 東京都新宿区 西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 山梨営業所 山梨県甲府市 貢川本町７－２０

アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区 滝ノ水５－１３１０

アズビル（株） 東京都千代田区 丸の内２－７－３ アドバンスオートメーションカンパニー東京支社 東京都品川区 北品川５－５－１５

アズビル金門（株） 東京都豊島区 北大塚１－１４－３ 東京支社 東京都豊島区 北大塚１－１４－３

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

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区 大豆戸町２７５ 西東京支店 東京都国立市 富士見台３－１８－１

あみの教材 山梨県中央市 西新居１１－２０

アメニティライフ関東（有） 山梨県都留市 古川渡３７４－１

アリノ・スポーツ 山梨県富士吉田市 旭１－１－２０

アルファシステムサービス（株） 山梨県甲府市 青葉町１０－２５－Ａ１０５

アルファテック・ソリューションズ（株） 東京都墨田区 押上１－１－２

アルファ警備保障（株） 山梨県都留市 平栗１５９

アルフォーインターナショナル（株） 千葉県千葉市美浜区 中瀬２－６－１　ＷＢＧマリブイースト２２階 九州支店 福岡市中央区 天神２－１４－８　福岡天神センタービル４階

アルプス事務機（有） 山梨県甲府市 丸の内２－３９－４

アルフレッサ（株） 東京都千代田区 内神田１－１２－１ 甲府支店 山梨県中央市 下河東３０１１－１３

いすゞ自動車首都圏（株） 東京都世田谷区 上北沢５－１１－１ 山梨支社　富士吉田支店 山梨県富士吉田市 上吉田東２－４－７

いであ（株） 東京都世田谷区 駒沢３－１５－１ 山梨営業所 山梨県南都留郡山中湖村 平野字向切詰５０６－２９６　紅葉丘２－４１

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

ウイングフィールドジャパン 山梨県南都留郡山中湖村 平野３３７６

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸 3－２０－２０　ヨコソーレインボータワー 中部支店 愛知県名古屋市東区 葵3－１５－３１　千種ニュータワービル

ウエストロー・ジャパン（株） 東京都港区 西新橋３－１６－１１

エアプロダクツ（株） 埼玉県狭山市 新狭山１－１－１

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区 渋谷３－２９－２０ 甲信支店 山梨県甲府市 落合町６０２－２

エコア（株） 東京都立川市 羽衣町１－５－１５ 山梨事業所 山梨県甲府市 大里町２０６２

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区 台東３－１８－３

エネサーブ（株） 滋賀県大津市 月輪２－１９－６

エバーグリーン・マーケティング（株） 東京都中央区 京橋２－２－１

エルテックサービス（株） 山梨県笛吹市 一宮町国分１０１４－１

エルラインライツ（株） 山梨県都留市 中央２－８－１３

エレベーターコミュニケーションズ（株） 東京都品川区 南大井６－１６－１６　鈴中ビル大森３階 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内２－１６－４　丸栄ビル６階

エンタープライズフジ（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東９－１０－２５

オオサキメディカル（株） 愛知県名古屋市西区 玉池町２０３

オガワ企画 静岡県静岡市駿河区 曲金２－４－１７

オギノ食糧（株） 山梨県甲府市 徳行５－１２－１０

オリエント工業（有） 静岡県沼津市 西間門１７２－１

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区 元代々木町３０－１３ 山梨営業所 山梨県大月市 大月１－９－１０

オリックス資源循環（株） 埼玉県大里郡寄居町 大字三ケ山３１３

カサイ洋品店 山梨県富士吉田市 緑ヶ丘２－１－１１

カメラのタネダ 山梨県富士吉田市 上吉田東２－１－４３

カワサキグリーンエナジー（株） 兵庫県神戸市中央区 東川崎町３－１－１
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カワニシ建築設計事務所 山梨県甲府市 伊勢４－４０－５

キクヤ 山梨県大月市 御太刀１－９－１９

キステム（株） 滋賀県大津市 浜大津１－４－１２ 東京支社 東京都港区 新橋６－７－１　川口ビル５階

キタムラスポーツ 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立２４９５－７

キハラ（株） 東京都千代田区 神田駿河台３－５

キャノンメディカルシステムズ（株） 栃木県大田原市 下石上１３８５ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内３－２０－７

キングラン・メディケア（株） 東京都千代田区 神田須田町１－１０

クボタ機工（株） 大阪府枚方市 中宮大池１－１－１ 東京支店 東京都中央区 京橋２－１－３

グランペール（合） 山梨県甲府市 飯田５ー５－３０センチュリー甲府２０８号

グリーン・シャワー（株） 静岡県静岡市葵区 南沼上１－３－２２

クリーンヘルス（株） 山梨県南アルプス市 山寺１１０

グリーン環境 山梨県甲斐市 大下条１０３３－１０

クレイン農業（同） 山梨県都留市 田原１－２－３

グローバルデザイン（株） 静岡県静岡市葵区 紺屋町１７－１　葵タワー１６階

クロダ（株） 山梨県富士吉田市 大明見１－５８－１

クロダ（株） 山梨県富士吉田市 大明見１－５８－１

ケイ・アイ（株） 静岡県富士市 蓼原町１６５０－２ レントオール富士 静岡県富士市 松岡２６４－２

こいけ教材店 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立１４３９

コインロッカー事業（有） 静岡県静岡市葵区 安東３－１９－３３

コトブキシーティング（株） 東京都千代田区 神田駿河台１－２－１

コニカミノルタジャパン（株） 東京都港区 芝浦１－１－１ パートナー営業本部　関東営業統括部 東京都港区 芝浦１－１－１

コンピュータ利用促進（同） 山梨県甲府市 幸町１３－２１

サインワークス楽創 山梨県笛吹市 御坂町井之上１７５１ー１

サカタのタネグリーンサービス（株） 神奈川県横浜市都筑区 仲町台３－５－７　第三セキビル

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区 下溝１８９２－１

ササキ（株） 愛知県豊橋市 八町通５－７ 甲府支店 山梨県甲府市 徳行２－１０－３８

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区 亀戸１－８－９ 山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内２－１４－１３

サンコー電気（株） 山梨県富士吉田市 松山１－６－２３

サンコー防災（株） 静岡県富士市 永田北町９－１５

サンコー薬品（株） 東京都大田区 南六郷２－２８－４

サンリエモア（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 西条５２０５

サンワフーズ（株） 静岡県御殿場市 茱萸沢９－１

シーイーエス富士電気（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東１－１－２６

ジーエムいちはら工業（株） 栃木県鹿沼市 樅山町上原２６７ 東京営業所 東京都台東区 浅草橋５－４－２横山ビル

ジークライト（株） 山形県米沢市 大字板谷３１５

ジェイズ・テレコムシステム（株） 神奈川県川崎市中原区 小杉御殿町２－６９－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 相生１－２－２６

シキシマ醤油（株） 山梨県中央市 山之神流通団地３－１－１

システムズ・デザイン（株） 東京都杉並区 和泉１－２２－１９

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

シダックスフードサービス（株） 東京都調布市 調布ヶ丘３－６－３

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市 調布ヶ丘３－６－３ 甲府営業所 山梨県甲府市 相生１－２－３１　大同生命甲府ビル３階
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シチズンＴＩＣ（株） 東京都小金井市 前原町５－６－１２ 東京支店 東京都小金井市 前原町５－６－１２

ジット（株） 山梨県南アルプス市 和泉９８４－１

シフトプラス（株） 大阪府大阪市西区江戸堀 ２－１－１　江戸堀センタービル８階

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３－１－７２ ビジネスソリューション担当 東京都港区 芝浦１－２－３

ジャパンエアマット（株） 福岡県福岡市博多区 千代１－１－５ 東京支店 東京都江戸川区 西瑞江５－１３－２

ジャパンエレベーターサービス城西（株） 東京都新宿区 新宿６－２９－８

ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区 笹塚１－５０－１

シンコースポーツ（株） 東京都中央区 日本橋堀留町２－１－１ 山梨営業所 山梨県富士吉田市 松山３－４－２２

シンコーファシリティーズ（株） 東京都中央区 日本橋人形町３－１０－２

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市 竹ケ鼻町９９－９６ 東京本社 東京都新宿区 西新宿２－７－１小田急第一生命ビル

スギサワ電気 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１４４７－６

スズメバチ駆除のサイトウ 山梨県南アルプス市 加賀美３１６８－１

ステーショナリー遠藤 山梨県中央市 布施２５２６

スペースラボ市村 山梨県大月市 大月１－２１－１５

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区 福住２－４－３ 信越営業所 長野県松本市 高宮中１２－６

セコム山梨（株） 山梨県甲府市 徳行３－１２－２５

ゼネラル（株） 大阪府大阪市城東区 中央２－１５－２０

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区 晴海２－５－２４ 山梨営業所 山梨県甲府市 宝１－６－５

セントラル防災（株） 山梨県甲府市 徳行４－１２－２

ソシオフードサービス（株） 東京都港区 芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

そのだスポーツ 山梨県富士吉田市 竜ヶ丘１－８－２１

ソリマチ（株） 新潟県長岡市 表町37005

ダイドービバレッジサービス（株） 大阪府大阪市北区 中之島２－２－７　中之島セントラルタワー１８階 中部第一支店 山梨県笛吹市 石和町広瀬１９８－１

タイムズ２４（株） 東京都品川区 西五反田２－２０－４

タカオ（株） 広島県福山市 御幸町中津原１７８７－１

タカヤマケミカル（株） 長野県松本市 笹賀５６５２－１０６ 山梨営業所 山梨県中央市 山之神流通団地１－６－３

タニコー（株） 東京都品川区 戸越１－７－２０ 甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１６３８オキタパークビル

タマパック(株) 大阪府大阪市天王寺区 東高津町３－２ タマパック甲府工場 山梨県甲府市 国玉町８３１

ツネイシカムテックス（株） 広島県福山市沼隈町 大字常石１０８３

つる電器（株） 山梨県都留市 古川渡７４４－１　Ｂ２０１

ティーエーシー武田消毒（株） 山梨県甲府市 徳行３－９－２８

ティーペック（株） 東京都台東区 上野５－６－１０

ティーメディクス（株） 東京都新宿区 西新宿１－２２－２

テクト（株） 山梨県富士吉田市 上吉田２－１－１１

テクノハウス（株） 山梨県都留市 戸沢１７０

テスコ（株） 東京都千代田区 西神田１－４－５

デュプロ（株） 東京都千代田区 神田紺屋町７ 山梨営業所 山梨県甲府市 住吉４－２２－１９

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区 千駄ヶ谷５－１４－９ 山梨支店 山梨県甲府市 青沼１－１２－１３エヌティティ青沼ビル３階

トーテックアメニティ（株） 愛知県名古屋市西区 名駅２ー２７ー８

トーヨークリエイト（株） 長野県長野市 大豆島６７０－１ 山梨北支店 山梨県北杜市長坂町 大八田８５４－１

ときわ化研（株） 福島県いわき市 常磐関船町宮下２－２
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トッパン・フォームズ（株） 東京都港区 東新橋１－７－３ 営業統括本部　管理本部 東京都港区 東新橋１－７－３

トビアス情報機器（株） 山梨県中央市 流通団地３－６－２

トヨタエルアンドエフ山梨（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居７０９ー１

ナカノ（株） 神奈川県横浜市南区 新川町５－２７ 山梨営業所 山梨県中央市 臼井阿原７９０

ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区 北浜東１－２０ 東京本社 東京都板橋区 東坂下２－５－１

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

ナブコシステム（株） 東京都千代田区 霞ヶ関３－２－５ 甲府支店 山梨県甲府市 国母８－１５－５

ニコデザイン 山梨県甲府市 上町２８８－５

ニチレキ（株） 東京都千代田区 九段北４－３－２９ 静岡営業所 静岡県富士市 厚原２２６６

ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区 蒲田５－３７ー１

にった 山梨県富士吉田市 緑ヶ丘１－１－７

ネッツトヨタ甲斐（株） 山梨県甲府市 朝気３－１０－２１ 河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４８７５－１

ネッツトヨタ山梨（株） 山梨県甲府市 国母５－６－１７ 富士吉田店 山梨県富士吉田市 下吉田６－２６－６２

パーソルテンプスタッフ（株） 東京都渋谷区 代々木２－１－１ 甲府オフィス 山梨県甲府市 丸ノ内２－３０－２　甲府第一生命ビル５階

ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 岩間町２ー１２０

ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 岩間町２－１２０

パイオニア事務器（株） 埼玉県草加市 氷川町２１０４－１７－５０２ 東京営業所 東京都荒川区 西日暮里５－１－１８

バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区 名駅南２－１４－１９

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区 城見２－１－６１ 東京本部 東京都江東区 青海１－１－２０

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

ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市 加納栄町通７－３０ 東京支店 東京都港区 芝浦１－１１－４

ヒカリ（株） 神奈川県小田原市 根府川６２５－７

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

ピツニーボウズジャパン（株） 東京都品川区 北品川４－７－３５

ヒノキブンコ 山梨県甲府市 岩窪町２２０－４

ヒューコムエンジニアリング（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 河西１２３２－１

ヒロ建装 山梨県富士吉田市 上吉田４５１８－１

ファースト・プロダクト（株） 山梨県富士吉田市 新西原２ー２ー４

ファミリー富士吉田店 山梨県富士吉田市 向原３－１２－１７

フジテコム（株） 東京都千代田区 神田佐久間町２－２０ 信越営業所 長野県長野市 柳町２０５６

フジヤマ（株） 山梨県富士吉田市 上吉田４３８１－５

フジヤマ酸素（株） 山梨県南都留郡忍野村 忍草２４４９

フジ地中情報（株） 東京都港区 海岸３－２０－２０ 東京支店 埼玉県さいたま市 浦和区常盤７－１－１

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

フラワーデザイン白いひまわり 山梨県富士吉田市 下吉田３－１９－５

ふるや楽器店 山梨県甲府市 上石田４－１－３０

プロフィックス（有） 山梨県都留市 上谷１－８－１５

ぺきん堂 山梨県甲府市 中央２－９－１８

ホシザキ東京（株） 東京都品川区 西品川１丁目１－１住友不動産大崎ガーデンタワー２１F 富士山営業所 山梨県富士吉田市 松山４－６－１３

ホンダ自動車販売（株） 山梨県富士吉田市 中曽根４－５－１５

マコト医科精機（株） 山梨県甲府市 飯田１－３－３４
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マツダオートリース（株） 広島県広島市中区 基町１１－１０

マルシン石油（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津６８０８

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

ミツウロコグリーンエネルギー（株） 東京都中央区 日本橋２－１１－２

ミドリ安全山梨（株） 山梨県甲府市 大手１－２－２１

ミナミ防災設備 山梨県甲斐市 長塚８８９－５

ミナモト通信（株） 神奈川県横浜市戸塚区 平戸町５５９－６

ムラマツ 山梨県甲府市 国玉町７８８－１６

むろい（株） 山梨県中央市 流通団地１－５－２

メタウォーター（株） 東京都千代田区 神田須田町１－２５ 首都圏南部営業部 東京都千代田区 神田須田町１－２５

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

メディアシステム（株） 山梨県甲府市 国母８－２１－１５

メディックス（株） 山梨県甲府市 国母３－１５－２２

メディフォン（株） 東京都港区 赤坂６ー１４ー２　赤坂倉橋ビル３階

メルテック（株） 栃木県小山市 大字梁２３３３－２９

モアシステム（株） 愛知県豊橋市 前田町２－１３ー１

ヤマト運輸（株） 東京都中央区 銀座２－１６－１０ 山梨主管支店 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新田９５

ヤンマーアグリジャパン（株） 大阪府大阪市北区 鶴野町１－９ 南アルプス支店 山梨県南アルプス市 吉田字北原９４４－１

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区 鶴野町１－９ 名古屋支店 愛知県名古屋市東区 東桜２－１３－３０

ユニオンデーターシステム（株） 北海道札幌市 白石区本郷通１３南５－９ 本店 北海道札幌市 白石区本郷通１３南５－９

ユミルリンク（株） 東京都渋谷区 代々木２－２－１

よりいコンポスト（株） 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山字 大谷３５２

ラボ（有） 山梨県甲府市 朝気１－２－６３

ランドブレイン（株） 東京都千代田区 平河町１－２－１０ 甲府事務所 山梨県甲府市 中央２－９－２０　タカオカビル３階

リエスパワーネクスト（株） 東京都豊島区 東池袋４－２１－１

リコージャパン（株） 東京都大田区 中馬込１－３－６ 山梨支社　ＢＰ公共営業部 山梨県中央市 山之神流通団地東１

リコージャパン（株） 東京都大田区 中馬込１－３－６ 山梨支社　ＢＰ公共営業部 山梨県中央市 山之神流通団地東１

リコーリース（株） 東京都千代田区 紀尾井町４－１

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

リビングスタッフ山梨 山梨県都留市 下谷１－３－２７

レンゴー（株） 大阪府大阪市福島区 大開４－１－１８６ 湘南工場 神奈川県高座郡寒川町 宮山３１５５

ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市 東住吉区今川１‐６‐２３

ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町 大字多賀小字茶臼塚１２－２ 山梨営業所 山梨県山梨市 北１７０９

ワタデン 山梨県富士吉田市 旭２－８－４

わたなべ米店 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立６０９７－１

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区 千年１－２－７０ 東京支店 東京都新宿区 西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区 千年１－２－７０ 東京支店 東京都新宿区 西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階

旭石油（株） 山梨県富士吉田市 竜ヶ丘２－４－１７

旭陽電気（株） 山梨県韮崎市 神山町鍋山３００

安藤紙業（株） 静岡県静岡市清水区 蒲原１－８－３７ 山梨営業所 山梨県笛吹市 境川町大坪２６４－１

伊東商店（株） 山梨県南都留郡忍野村 忍草２６１３－１
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伊東造園 山梨県富士吉田市 上吉田２－１－８

井出電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３８１２

雨宮石材興業（株） 山梨県甲州市 塩山千野２７８－４

荏原実業（株） 東京都中央区 銀座７－１４－１ 山梨営業所 山梨県甲府市 宝２－２１－６　アローズビル

栄光商事（株） 山梨県富士吉田市 下吉田６－２４－２６ イーグルショップ富士五湖店プロショップトモエ 山梨県富士吉田市 中曽根３－１－１２

栄新自動車整備工場 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津５７８－４

塩山防災設備 山梨県甲州市 塩山上塩後１０１４‐１

応用地質（株） 東京都千代田区 神田美土代町７ 東京事務所 埼玉県さいたま市 北区土呂町２－６１－５

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区 横堤１ー１２ー１３－２０７

横浜ウォーター（株） 神奈川県横浜市中区 相生町６－１１３

横浜金属商事（株） 神奈川県相模原市緑区 橋本台３－５－２ 神奈川事業所 神奈川県相模原市中央区 田名３６５６－４

王子コンテナー（株） 東京都中央区 銀座５－１２－８ 長野工場　山梨営業所 山梨県甲府市 西高橋２６０

岡野薬品（株） 長野県松本市 本庄１－５－１４ 山梨事業部 山梨県中巨摩郡昭和町 西条６４８

沖電気工業（株） 東京都港区 虎ノ門１－７－１２ 首都圏営業本部 東京都港区 虎ノ門１－７－１２

加茂電気管理事務所　加茂勇人 山梨県南アルプス市 小笠原１３８３

河口湖印刷所 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４６８

河口湖有線テレビ放送（有） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３６３７

鎌長製衡（株） 香川県高松市 牟礼町牟礼２２４６ 東京支店 東京都中央区 日本橋１－１４－７　明治安田生命江戸橋ビル

乾徳防災 山梨県山梨市 三富徳和１０５３

環境管理開発（株） 山梨県都留市 四日市場２３－１

環境機工（株） 山梨県甲府市 丸の内２－２６－１０

環境未来（株） 長野県松本市 大字和田４０１０－５ 山梨検査センター 山梨県中央市 流通団地１－６－１

管清工業（株） 東京都世田谷区 上用賀１－７－３ 神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区 川井本町６６

関東トータルサービス（有） 山梨県甲府市 国玉町９９６－２

関東港業（株） 東京都港区 芝浦４－１７－１１ 文化財保存対策事業部 東京都港区 芝浦４－１７－１１

丸紅新電力（株） 東京都千代田区 大手町１－４－２

丸十平林製パン 山梨県甲斐市 富竹新田１２０８－１

丸勝産業（株） 山梨県富士吉田市 旭５－１０－１８

丸硝（株） 岐阜県大垣市 荒尾町６７４

丸文通商（株） 石川県金沢市 松島１－４０ 甲府営業所 山梨県甲斐市 篠原２２－１　１号

丸本（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東３－２－２０

丸茂電機（株） 東京都千代田区 神田須田町１－２４

企業組合労協センター事業団 東京都豊島区 東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル

吉田瓦斯（株） 山梨県富士吉田市 下吉田６－５－１

宮下自動車修理工場 山梨県南都留郡富士河口湖町 長浜２６０７

宮下電気管理事務所 山梨県富士吉田市 松山１－４－５

共信冷熱（株） 山梨県甲府市 大里町１０９４

共同電設（株） 山梨県甲府市 中央２－１０－８

共和メンテナンス（株） 東京都品川区 西五反田７－２５－１９

共和化工（株） 東京都品川区 西五反田７－２５－１９ 関東支店 東京都品川区 西五反田７－２５－１９

協栄エンジニアリング（株） 山梨県富士吉田市 中曽根３－１０－８
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協同乳業（株） 東京都中央区 日本橋小網町１７－２ 関東営業部西関東支店 東京都西多摩郡日の出町 平井２０－１

協立給食（株） 東京都渋谷区 千駄ヶ谷４－３０－３

協和産業（株） 山梨県甲府市 丸の内２－７－１６

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市 甲子園口６－１－４５

玉野総合コンサルタント（株） 愛知県名古屋市東区 東桜２－１７－１４ 山梨事務所 山梨県甲府市 上小河原町１０４１　Ｔ・ビル３階

謹吾紙業（株） 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１３６５―２ 甲西営業所 山梨県南アルプス市 東南湖７４９

桑原電業（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東８－８－２１

群桐エコロ（株） 群馬県太田市 新田大町６００－２６

穴水（株） 山梨県甲府市 城東１－７－２

五光電工（株） 山梨県甲府市 宝１－３６－１

交通工業（株） 山梨県中央市 若宮４４－１

光ビジネスフォーム（株） 東京都八王子市 東浅川町５５３ 甲信営業所 山梨県笛吹市 石和町東高橋３９０－１

光織物（有） 山梨県富士吉田市 松山１－４－１３

公営事業（株） 東京都中野区 中野３－５０－１１

公共地研（株） 埼玉県川口市 戸塚３－２５－２７

弘成防災設備 山梨県甲府市 下飯田２－１２－２１

甲信寺岡オート・ドア（株） 山梨県甲府市 増坪町２１６－２６

甲信商事（株） 長野県松本市 双葉７－３ 甲府支店 山梨県中央市 山之神流通団地３－４－１

甲信食糧（株） 山梨県中央市 山之神流通団地２－１－２

甲信防災設備（株） 山梨県甲府市 徳行４－１３－１１

甲斐日産自動車（株） 山梨県甲府市 上今井町７０６ 富士吉田店 山梨県富士吉田市 上吉田東１－１３－１

甲府ビルサービス（株） 山梨県甲府市 池田１－５－９

甲府警備保障（株） 山梨県甲府市 下飯田１－４－１１

甲府住宅設備（株） 山梨県甲府市 徳行２－１０－４０

甲陽建機リース（株） 山梨県甲府市 国玉町７９７ イベント部 山梨県甲府市 国玉町７９７

荒井印刷 山梨県富士吉田市 富士見２－１１－２０

高千穂商事（株） 東京都港区 虎ノ門５－３－２０－４１５

高野産業（株） 山梨県韮崎市 下祖母石２２７８

鴻池メディカル（株） 東京都千代田区 有楽町１－６－４ 埼玉営業所 埼玉県戸田市 新曽南３－５－２４

国際航業（株） 東京都新宿区 北新宿２－２１－１ 山梨営業所 山梨県甲府市 上石田３－２０－６－２０３

国際文化財（株） 東京都品川区 東五反田２－３－４ 東日本支店 東京都品川区 東五反田２－３－４

国土情報開発（株） 東京都世田谷区 池尻２－７－３

国土地図（株） 東京都新宿区 西落合２－１２－４

今沢メンテナンス 山梨県甲府市 国母２－３－３５

三井共同建設コンサルタント（株） 東京都品川区 大崎１－１１－１ 山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内１－２－９

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１－２－３

三機化工建設（株） 神奈川県大和市 中央林間７－１０－１

三協フロンテア（株） 千葉県柏市 新十余二５ 山梨出張所 山梨県甲斐市 竜王１０１３－２

三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区 鶴町２－１５－２６

三枝米穀店 山梨県富士吉田市 上吉田３－１３－２４

三重中央開発（株） 三重県伊賀市 予野字鉢屋４７１３



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在

事業者: 商号又は名称 事業者: （本社）住所 事業者: （本社）住所（字丁名） 事業者: 営業所名称 事業者: （営業所）住所 事業者: （営業所）住所（字丁名）

三精工事サービス（株） 大阪府大阪市北区 池田町１－４３三精ビル 東京支店 東京都荒川区 東日暮里２－３－１１

三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市 丸岡町熊堂第３号７－１－１３

三菱HCキャピタル（株） 東京都千代田区 丸の内１－５－１ 三菱HCキャピタル（株） 東京都千代田区 丸の内１－５－１

三菱HCキャピタル（株） 東京都千代田区 丸の内１－５－１ 三菱HCキャピタル（株） 東京都千代田区 丸の内１－５－１

三菱ふそうトラック・バス（株） 神奈川県川崎市中原区 大倉町１０ 甲信ふそう　甲府支店 山梨県甲府市 下曽根町４０８

三菱電機クレジット（株） 東京都品川区 大崎１－６－３

三菱電機ビルテクノサービス（株） 東京都荒川区 荒川７－１９－１ 山梨支店 山梨県甲府市 飯田３ー２－４４

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

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区 尾上町６－８６－１ 西関東支店 神奈川県藤沢市 湘南台１－２４－５

三立処理工業（株） 神奈川県川崎市川崎区 浅田４－１６－７

三和シヤッター工業（株） 東京都板橋区 新河岸２－３－５ 甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１５００－１

三和航測（株） 東京都練馬区 豊玉北６－１５－１４ 甲信支社 山梨県甲府市 酒折２－２－７　ＮＦビル

三和防災（株） 山梨県甲府市 善光寺３－８－２９

山一産業（株） 山梨県富士吉田市 上暮地２－４－１０

山一窯業（株） 山梨県甲府市 城東５－５－１８

山口染工場 山梨県富士吉田市 上吉田１－１０－２０

山中湖二葉写真館 山梨県南都留郡山中湖村 山中１０４９ー３

山都交通（株） 山梨県中央市 成島２３８８－２

山梨アスコン（株） 山梨県笛吹市 八代町米倉１４５８－１

山梨グローブシップ（株） 山梨県甲府市 伊勢３－５－２４

山梨コンサートチューニング（合） 山梨県甲府市 寿町２－９

山梨ダイハツ販売（株） 山梨県甲府市 横根町４８

山梨トヨタ自動車（株） 山梨県甲府市 宝１－２１－２９ 富士吉田店 山梨県富士吉田市 ときわ台２－７－２１

山梨トヨタ自動車（株） 山梨県甲府市 宝１－２１－２９ 富士吉田店 山梨県富士吉田市 ときわ台２－７－２１

山梨トヨペット（株） 山梨県甲府市 国玉町２３８－１

山梨パナソニックシステム（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 西条２３３１

山梨ヤクルト販売（株） 山梨県甲府市 下飯田１－３－２

山梨貨物自動車（株） 山梨県中央市 山之神流通団地３２１１－１１

山梨管財（株） 山梨県甲府市 和戸町３５３－２４

山梨機材（株） 山梨県甲斐市 富竹新田７９３－２

山梨建築設計監理事業（同） 山梨県甲府市 丸の内１－１４－１９

山梨県クリーンエネルギー推進機構（株） 山梨県甲府市 堀之内町４５－１

山梨県ビルメンテナンス（同） 山梨県甲府市 大里町１９２８

山梨県学校給食（同） 山梨県甲斐市 玉川１３００－１

山梨県消防設備保守点検業（同） 山梨県甲府市 酒折１－１－１１

山梨交通（株） 山梨県甲府市 飯田３－２－３４

山梨総合管財事業（同） 山梨県甲府市 蓬沢１－１６－４０

山梨中央林材（株） 山梨県甲府市 中央４ー１２－３１

山梨中銀リース（株） 山梨県甲府市 武田２－９－４

山梨中銀経営コンサルティング（株） 山梨県甲府市 丸の内１－２０－８

山梨日化サービス（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居９０７－１
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山梨日野自動車（株） 山梨県甲府市 酒折１－２－１０

産政商事 山梨県甲府市 国母４－１５－１５　岡崎ビル２Ｆ

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

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

蛇の目ミシン工業（株） 東京都八王子市 狭間町１４６３ 甲府支店 山梨県甲府市 中央２－１２－２４

秋山紙販売（株） 山梨県甲府市 住吉３－２９－１

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区 西五反田７－１０－４

住友林業（株） 東京都千代田区 大手町１ー３ー２ 資源環境事業本部山林部 東京都千代田区 大手町１－３ー２

初鹿科学 山梨県笛吹市石和町 小石和２７－２

勝田環境（株） 茨城県ひたちなか市 大字津田２５５４－２

小佐野商事 山梨県南都留郡富士河口湖町 勝山５００６

小山（株） 奈良県奈良市 大森町４７－３ 埼玉営業所 埼玉県所沢市 大字中富２５４－２

小林電気防災 山梨県甲府市 太田町１１‐２

昭和総合警備保障（株） 山梨県甲府市 朝気１－１－５

昭和測量（株） 山梨県甲府市 中央３－１１－２７

昭和電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立８７９

松田産業（株） 東京都新宿区 西新宿１－２６－２

松田商店 山梨県甲府市 富竹３－１－９

城山産業（株） 東京都渋谷区 西原２－１－４白倉ビル

城定商事 山梨県富士吉田市 小明見１－９－１１

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区 市ノ坪１６０

信濃化学工業（株） 長野県長野市 桐原１－２－１２

新生ビルテクノ（株） 東京都文京区 千駄木３－５０－１３

新生マイクロ写真（株） 静岡県三島市 松本３０２－１

新倉観光バス（株） 山梨県富士吉田市 新西原３－１４－１６

新倉観光社 山梨県富士吉田市 旭２－１０－１１

新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区 四谷１－６－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

新明和アクアテクサービス（株） 兵庫県神戸市東灘区 本山南町８－６－２６ 関東センター 神奈川県横浜市鶴見区 尻手３－２－４３

深澤電気管理事務所 山梨県中央市 山ノ神１０５７－４５

深澤電気企業所 山梨県甲府市 城東１－１１－１８

真栄警備保障（株） 山梨県都留市 法能８２２－１

真下建設（株） 埼玉県本庄市 日の出１－５－７ 蓮田支店 埼玉県蓮田市 西新宿２－１１７

神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区 北長狭通４－３－８ 東京支店 東京都千代田区 神田三崎町２－４－１２

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

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

世界文化社販売（株） 静岡県富士市 中央町３－１３－２６

正和商事（株） 大阪府大阪市 中央区道修町１－３－４

西関東機材（株） 東京都八王子市 下恩方町８３５－４ 都留営業所 山梨県都留市 四日市場１０６８－１

西村造園 山梨県富士吉田市 中曽根１－９－１６

青柳印刷（株） 山梨県甲斐市 長塚５２６

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



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在
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税理士法人TMS 東京都豊島区 南池袋２－１７－１１ 練馬事務所 東京都練馬区 氷川台４－４７－１８

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区 大井１－７－６

石井化学産業（株） 東京都八王子市 緑町４２９－１

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区 丸の内１－６－５ 営業本部 東京都千代田区 丸の内１－６－５

石原電気商会 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４０４７－２

石川調理機（株） 山梨県甲府市 太田町６－６

川重商事（株） 兵庫県神戸市中央区 海岸通８ 東京本社 東京都千代田区 神田錦町３－１３

川上産業（株） 東京都千代田区 五番町６－２ 静岡営業所 静岡県静岡市葵区 南安倍１－３－１０　大成住宅ビル７階　７０４

川鉄産業（株） 山梨県甲州市 塩山上於曽１８９６

前澤工業（株） 埼玉県川口市 仲町５－１１ 東京支店 東京都中央区 新川１－５－１７

双葉産業（株） 東京都八王子市 本郷町８－１２

早稲田速記（株） 東京都豊島区 高田３－１１－１７

巣守金属工業（株） 広島県広島市 南区出島１－３４－７

総合広告代理店アイキャン 山梨県甲府市 青葉町７－１４　司ビル１０１

総務サポート（株） 東京都豊島区 東池袋２－６３－１

総務サポート社労士事務所 山梨県甲州市 塩山上於曽９０３－７　２階

綜合警備保障（株） 東京都港区 元赤坂１－６－６ 山梨支社 山梨県甲府市 太田町８－１

綜合警備保障（株） 東京都港区 元赤坂１－６－６ 山梨支社 山梨県甲府市 太田町８－１

太田天幕商会 山梨県甲府市 飯田５－１－２１

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区 西新宿６－２２－１ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７Ｆ

太陽計測（株） 東京都大田区 山王１－２－６ 甲府営業所 山梨県甲府市 徳行３－１－１３

大栄環境（株） 大阪府和泉市 テクノステージ２－３－２８

大栄設備（株） 山梨県甲府市 下飯田２－１１－１７

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３－６－３５

大崎データテック（株） 東京都品川区 東五反田２－１－１０

大新東（株） 東京都調布市 調布ヶ丘３－６－３ 甲府営業所 山梨県甲府市 相生１－２－３１　大同生命甲府ビル３階

大森会計事務所（株） 山梨県南都留郡忍野村 忍草１４８

大成エンジニアリング（株） 東京都新宿区 馬場下町１－１

大成プラスチック工業（株） 山梨県甲府市 塩部４－１４－１３

大成機工（株） 大阪府大阪市 北区梅田１－１－３－２７００ 東京支店 東京都中央区 日本橋１－２－５栄太楼ビル７階

大倉工業（株） 香川県丸亀市 中津町１５１５ 東京支店 東京都豊島区 東池袋３－１３－２

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区 神田練塀町３００番地 山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内１－１６－１４

大面建設（株） 山梨県甲府市 塩部３－２－８

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区 農人橋２－１－３６ 山梨営業所 山梨県甲府市 国母８－２１－１

大和化成（株） 東京都中央区 日本橋馬喰町２－６－１０ 東京支店 東京都中央区 日本橋馬喰町２－６－１０

大和化成（株） 大阪府大阪市天王寺区 味原本町１－１１

大和産業（株） 佐賀県佐賀市 高木瀬西１－５－１９

第一環境（株） 東京都港区 赤坂２－２－１２

第一物産（株） 山梨県甲府市 湯田１－１５－１５

第一法規（株） 東京都港区 南青山２－１１－１７

第一防災設備工業（株） 山梨県甲府市 新田町１０－１３



【物品・役務】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4） R4.4.1現在
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谷沢建設（株） 東京都港区 西麻布３－２－１１

地中エンジニアリング（株） 埼玉県さいたま市桜区 田島５－１９－８

地方創生コンサルティング（株） 東京都練馬区 桜台２－１６－６

中央ＯＡサービス（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居８５０

中央エレベーター工業（株） 東京都台東区 上野３－４－９

中央開発（株） 東京都新宿区 西早稲田３－１３－５ 東京支社 東京都新宿区 西早稲田３－１３－５

中央環境理研（株） 山梨県南アルプス市 小笠原６

中山ユニホーム 山梨県甲府市 中央４－１－２６

中楯電気（株） 山梨県甲府市 大里町６０－２

中川製袋化工（株） 広島県大竹市 港町１－５－１ 東京営業所 東京都中央区 日本橋室町１－９－１２共同ビル（室町１丁目）８階

中道リース（株） 北海道札幌市 北一条東３－３

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町 大字豊場字殿釜２ 静岡支店 静岡県静岡市駿河区 池田８６４

中部環境開発（株） 山梨県富士吉田市 上吉田４６６５－１

朝日航洋（株） 東京都江東区 新木場４－７－４１ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内３－３２－１１

長島鋳物（株） 埼玉県川口市 仲町２－１９

長野ポンプ（株） 石川県金沢市 浅野本町ロ１４５ 東京営業所 東京都千代田区 外神田５－５－１１　小西ビル１階

帝国繊維（株） 東京都中央区 日本橋２－５－１

帝商（株） 東京都港区 港南１－２－７０

帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区 霞が関３－２－１

笛吹観光自動車（株） 山梨県山梨市 大野１８０３－１

天野自動車整備工場 山梨県都留市 田野倉５７４－５

田中電気（株） 東京都千代田区 外神田１－１５－１３

電気興業（株） 東京都千代田区 丸の内３－３－１ 中央営業部 東京都千代田区 丸の内３－３－１

渡辺産業（株） 栃木県日光市 町谷１８０２

登り坂ホテル（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７８７

登り坂石油（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７８７

都築電気（株） 東京都港区 新橋６－１９－１５ 甲府営業所 山梨県甲府市 相生１－４－２３

島津メディカルシステムズ（株） 大阪府大阪市 淀川区宮原３－５－２４ 山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１４　甲府センタービル７Ｆ

東海エンジニアリング（株） 静岡県富士宮市 野中１２５０－２３

東海リース（株） 大阪府大阪市北区 天神橋２－北２－６ 横浜支店 神奈川県横浜市中区 弁天通４－５９

東海体育指導（株） 神奈川県平塚市 真田４－３９－３８ 相模原支店 神奈川県相模原市 中央区相模原４－９－７

東海埠頭（株） 静岡県静岡市清水区 横砂４０８－１３

東京インタープレイ（株） 東京都中央区 ニホンバシ２－１０－８

東京コンピュータサービス（株） 東京都文京区 本郷１－１８－６ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０　東部穴水ビル

東京サラヤ（株） 東京都品川区 東品川１－２５－８ 東京支店 東京都品川区 東品川１－２５－８

東京センチュリー（株） 東京都千代田区 神田練塀町３ 首都圏営業第三部 東京都千代田区 神田練塀町３

東京テレメッセージ（株） 東京都港区 西新橋２－３５－２

東京電機機器サービス（株） 東京都千代田区 外神田６－１５－９

東京電設サービス（株） 東京都台東区 東上野６－２－１ 山梨センター 山梨県甲府市 伊勢４－２４－２

東京電力エナジーパートナー（株） 東京都千代田区 内幸町１－１－３

東京法令出版（株） 長野県長野市 南千歳町１００５
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東興産業（株） 東京都千代田区 岩本町１－１０－５ 東京営業所 東京都千代田区 岩本町１－１０－５

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区 堀川町７２ー３４ 東京営業本部 東京都新宿区 西新宿６－２４－１

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市 東芝町１

東電タウンプランニング（株） 東京都港区 海岸１－１１－１　ニューピア竹芝ノースタワー 山梨総支社 山梨県甲府市 中小河原町１５９２－１

東電用地（株） 東京都荒川区 西日暮里２－２５－１

東日本三菱自動車販売（株） 東京都目黒区 鷹番１－４－７ 東日本三菱自動車販売（株）　支店 山梨県甲府市 青葉町３－１１

東日本通商（株） 山梨県甲府市 富竹４－４－１３

東日本電信電話（株） 東京都新宿区 西新宿３－１９－２ 東京事業部　山梨支店 山梨県甲府市 青沼１－１２－１３

東八防災（株） 山梨県笛吹市御坂町 八千蔵２８７－１

東武トップツアーズ（株） 東京都墨田区 押上１－１－２ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７階

東部環境サービス（株） 山梨県都留市 田原１－１－６

東邦薬品（株） 東京都世田谷区 代沢５－２－１ 山梨営業部 山梨県甲府市 徳行４－１３－３０

東洋レーベル（株） 山梨県甲府市 中央５－１－２９

東洋計器（株） 長野県松本市 和田３９６７－１０ 松本営業所 長野県松本市 和田３９６７－１０

凸版印刷（株） 東京都台東区 台東１－５－１ 松本営業所 長野県松本市 深志１－２－１１　昭和ビル５Ｆ

内外地図（株） 東京都千代田区 神田小川町３－２２

内藤楽器（株） 山梨県甲府市 丸の内１－１７－７

鍋林（株） 長野県松本市 中央３－２－２７ 甲府営業所 山梨県甲府市 上阿原町２４０

日興事務機（有） 山梨県甲府市 徳行５－９－２

日建リース工業（株） 東京都東久留米市 八幡町２－１１－７３ 甲府支店 山梨県南アルプス市 有野北新田３３４６－７

日産プリンス山梨販売（株） 山梨県甲府市 富竹２－１－２０

日昇総合設備（株） 山梨県甲府市 徳行３－６－２３

日振工発（株） 東京都千代田区 東神田２ー１０ー１６　フォーライフオフィス東神田９階 西関東支店 神奈川県相模原市中央区 田名４０００－４

日成ビルド工業（株） 石川県金沢市 金石北３－１６－１０ 甲府営業所 山梨県甲府市 徳行４－１４－２２　徳行Ｍビル２－Ａ

日星（株） 山梨県甲府市 酒折１－１－１１

日清医療食品（株） 東京都千代田区 丸の内２－７－３　東京ビルディング２０階 中部支店 長野県長野市 栗田源田窪１０００ー１　長栄長野東口ビル７階

日通リース&ファイナンス（株） 東京都港区 海岸１－１４－２２ 甲府営業所 山梨県甲府市 丸の内２－２６－１

日通商事（株） 東京都港区 海岸１－１４－２２ 甲府営業センター 山梨県甲府市 丸の内２－２６－１

日都産業（株） 東京都杉並区 宮前５－１９－１

日東金属（株） 山梨県甲府市 国玉町９１０－１

日東工営（株） 東京都新宿区 西新宿７－７－３０ 本店事業部 東京都新宿区 西新宿７－７－３０

日之出観光自動車（株） 山梨県笛吹市石和町 市部１１０９－１０ 広瀬営業所 山梨県笛吹市石和町 広瀬２１１－３

日之出水道機器（株） 福岡県福岡市 博多区堅粕５－８－１８ 長野営業所 長野県松本市 笹部１－３－７－２０１

日本エンヂニヤ（株） 愛知県長久手市 下川原１５－１

日本オーチス・エレベータ（株） 東京都文京区 本駒込２－２８－８ 東日本支社 東京都文京区 大塚２－９－３

日本カルミック（株） 東京都千代田区 九段南１－５－１０

日本キャタピラー（合） 東京都中野区 本町１－３２－２ 山梨営業所 山梨県甲斐市 下今井４２７

日本コムテック（株） 北海道札幌市 中央区南八条西１３ー３ー６０ 東京支店 東京都千代田区 内神田２ー１２ー１２

日本システムケア（株） 東京都品川区 東品川２－３－１２

日本ステリ（株） 東京都千代田区 神田錦町１－１９－１　神田橋パークビル

日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市 米原西２３
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日本ビズアップ（株） 東京都港区 東新橋１－５－２

日本フィールド・エンジニアリング（株） 東京都品川区 西五反田１－１４－８ 山梨支社 山梨県甲斐市 竜王新町３２１

日本加除出版（株） 東京都豊島区 南長崎３－１６－６

日本会計コンサルティング（株） 東京都港区 東新橋１－５－２

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市 千里丘５－１６－２１

日本環境防災（株） 東京都中央区 銀座７－２－２２銀座同和ビル３階

日本管財（株） 兵庫県西宮市 六湛寺町９－１６ 本社 東京都中央区 日本橋２－１－１０

日本機械工業（株） 東京都八王子市 中野上町２－３１－１ 本社営業部 東京都八王子市 中野上町２－３１－１

日本給食設備（株） 東京都世田谷区 成城８－３０－１０ 関東事業所 神奈川県相模原市緑区 橋本台１－１１－１

日本工営（株） 東京都千代田区 麹町５－４ 甲府事務所 山梨県甲府市 丸の内２－１６－６

日本国民食（株） 東京都中央区日本橋堀留町 37349

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

日本水工設計（株） 東京都中央区 勝どき３－１２－１ 山梨事務所 山梨県甲府市 富士見１－２２－１１

日本水道管路（株） 東京都中央区 晴海３－１３－１－４９２３

日本通運（株） 東京都千代田区 神田和泉町２番地 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内２－２６－１

日本電気（株） 東京都港区 芝５－７－１ 甲府支店 山梨県甲府市 相生２－３－１６（三井住友海上甲府ビル）

日本電算機用品（株） 東京都大田区 蒲田４－２１－１４ 山梨営業所 山梨県笛吹市御坂町 下黒駒１２５５

日本電子サービス（株） 山梨県甲府市 東光寺３－１２－３４

日本美装（株） 埼玉県さいたま市浦和区 常盤９－１４－６ 山梨支店 山梨県甲府市 塩部２－３－２０－１０１

日本無線（株） 東京都中野区 中野４－１０－１ 関東支社 東京都三鷹市 むれ６－２１－１１

日本連合警備（株） 山梨県甲府市 後屋町３６３

日立建機日本（株） 埼玉県草加市 弁天５－３３－２５ 富士吉田営業所 山梨県富士吉田市 新西原２－２６－３３

八ヶ岳乳業（株） 山梨県北杜市 小淵沢町６８９７ 甲府事務所 山梨県甲府市 国母４－５－１６

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区 浅草橋５－２０－８ 山梨事務所 山梨県甲府市 丸の内２－１４－１３

美光サービス（株） 山梨県甲斐市 長塚８７５－３

浜田工業（株） 神奈川県横浜市緑区 長津田町４８０５

富岳物産（株） 山梨県都留市 小形山１５－６

富士ソフト（株） 神奈川県横浜市中区 桜木町１－１ 営業本部 神奈川県横浜市中区 桜木町１－１

富士フイルムシステムサービス（株） 東京都板橋区 坂下１－１９－１ 公共事業本部　首都圏支店 東京都板橋区 坂下１－１９－１

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京都江東区 豊洲２－２－１ 山梨営業所 山梨県甲府市 国母１－３－７

富士ロードサービス（株） 静岡県富士市 依田橋３８８－１

富士観光開発（株） 山梨県南都留郡鳴沢村 字富士山８５４５－６ 河口湖営業所 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３６４４－１

富士吉田カメラのいとう 山梨県富士吉田市 下吉田２－３０－１９

富士急トラベル（株） 東京都渋谷区 初台１－５５－７ 広告事業部 山梨県富士吉田市 上吉田２－５－１

富士急トラベル（株） 東京都渋谷区 初台１－５５－７ 富士吉田支店 山梨県富士吉田市 上吉田２－５－１

富士急バス（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立４８３７

富士牛乳（株） 山梨県富士吉田市 下吉田１－８－４６

富士産業（株） 東京都港区 新橋５－３２－７

富士浄化サービス（株） 山梨県富士吉田市 小明見４－１１―１１

富士浄水 山梨県富士吉田市 上吉田東４－１１－２８

富士新幸（株） 山梨県都留市 平栗１０５５－１
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富士通（株） 東京都港区 東新橋１－５－２ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区 東新橋１－５－２ 山梨支社 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区 大宮町１－５ 官公庁ビジネス部 神奈川県川崎市幸区 大宮町１－５

富士通リース（株） 東京都千代田区 神田練塀町３ 東京第一営業部 東京都千代田区 神田練塀町３

富士電気興業（株） 東京都中央区 日本橋馬喰町１－６－３

富士燃料（株） 山梨県富士吉田市 下吉田５－２２－４４

富士北麓森林組合 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津６６６３－１

富士冷熱（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東３ー３ー４３

冨士機材（株） 東京都千代田区 一番町１２－２ 甲府支店 山梨県甲府市 中小河原町５５０－１

冨士見工芸（株） 山梨県甲府市 飯田２－１６－３

福泉（株） 愛媛県松山市 雄郡１－１－３２

文化シヤッター（株） 東京都文京区 西片１－１７－３ 甲府営業所 山梨県甲府市 富士見１－４－３４

平和機械（株） 愛知県名古屋市 中区金山２－１－５

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

母子モ（株） 東京都新宿区 西新宿３－２０－２

豊前医化（株） 山梨県甲府市 中央１－２０－１１ 豊前医化（株）営業本部 山梨県中央市 乙黒１０７－６

望月建築設計事務所 山梨県甲府市 下石田２－６－１２

北海道地図（株） 北海道旭川市 台場一条２－１－６ 東京支店 東京都千代田区 平河町２－６－１　平河町ビル

北沢産業（株） 東京都渋谷区 東２－２３－１０ 甲府営業所 山梨県甲府市 国母４－４－１８

北富士オリジン（株） 山梨県富士吉田市 大明見１２６１

墨東化成工業（株） 東京都墨田区 千歳１－８－１４ 群馬支店 群馬県太田市 原宿町２９００

明治屋 山梨県富士吉田市 下吉田４－３－１２

明友商事（有） 山梨県甲斐市 竜王新町７３２－５

明和工業(株) 新潟県新潟市 西蒲区打越１３５－１ 長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町 中箕輪１４８１－１

毛管浄化システム（株） 東京都板橋区 中丸町１１－２　ワコーレ要町ビル

網倉四郎商店 山梨県富士吉田市 緑ヶ丘１－２－７

野村興産（株） 東京都中央区 日本橋堀留町２－１－３

野沢ビニール興業（株） 山梨県山梨市 上神内川５６

友研創育社 山梨県甲府市 大里町５３３－２

遊具診断山梨 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１５２６－９

雄測量設計（株） 山梨県甲斐市 団子新居３４７

輿水電気保安管理事務所 山梨県北杜市 須玉町江草２６２８

葉隠勇進（株） 東京都港区 芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

鈴健興業（株） 山梨県笛吹市 御坂町下黒駒１６０２－８

鈴与レンタカー（株） 静岡県静岡市葵区 栄町１－３ 甲府駅前店 山梨県甲府市 丸の内２－７－２３

鈴与商事（株） 静岡県静岡市清水区 入船町44501 甲府支店 山梨県甲府市 朝気３－２１－４

鈴与電力（株） 静岡県静岡市葵区 栄町１－３

和泉産業（株） 山梨県甲府市 徳行２－３－２０

和泉産業（株） 山梨県甲府市 徳行２－３－２０

和田建装 山梨県都留市 桂町１４５４－２

昱（株） 東京都中央区 東日本橋３－３－１１ 東京支店 東京都中央区 東日本橋３－４－１４　オザワビル４階


