
令和３・４年度　入札参加資格者名簿（物品・役務）　※五十音順 令和３年４月１日現在

業者名称 住所 委任先名称 委任先住所

株式会社アーキジオ 富山県高岡市西藤平蔵581 富山本社 富山県富山市新根塚町一丁目4番43号

株式会社アース・コーポレーション 富山県富山市中老田711番地

アースコンサル株式会社 富山県射水市戸破8-17

アースブリッジ株式会社 富山県高岡市上関町4-50

株式会社アールエイティ　レントオール富山 富山県富山市野口892

株式会社アール・シー・エス 香川県高松市錦町二丁目2番17号

株式会社IHI回転機械エンジニアリング 東京都江東区東雲一丁目7番12号 横浜事業所 横浜市磯子区新中原町1番地

株式会社アイザック 魚津市大字大海寺野村1181

株式会社アイザック・トランスポート 富山市米田町一丁目6番30号

株式会社アイザック・ユー 魚津市大字大海寺野村1181

愛知時計電機株式会社 名古屋市熱田区千年1-2-70 金沢営業所 石川県金沢市神宮寺一丁目5番10号

アイティ通信株式会社 石川県かほく市白尾ロ56番地３

アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 名古屋支店 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号名古屋ルーセントタワー６階

株式会社アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741番地2

朝野工業株式会社 富山県魚津市本新27番５号

朝日航洋株式会社 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 富山市別名源田割241-1

アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル 北陸支店 富山県富山市今泉西部町4番地10

アシスト株式会社 名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地

アスカエンジニアリング株式会社 富山県富山市四ツ葉町23番6号

アズビル株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 ビルシステムカンパニー北陸支店 石川県金沢市上堤町3番21号

アズビル金門株式会社 東京都豊島区北大塚1-14-3 北陸営業所 石川県金沢市上堤町3-21金沢野村證券ビル

株式会社アドプロ 富山県富山市向新庄町5丁目5番33号

株式会社アピアスポーツクラブ 富山県富山市稲荷元町2-11-1

アマノ株式会社 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 富山支店 富山市二口町一１目15番地の１

アマノマネジメントサービス株式会社 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目３番22号 金沢営業所 石川県金沢市古府１丁目71番地

株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号

アルコット株式会社 富山県富山市二口町三丁目5番地の5
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ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王1-3-5

株式会社アルト 富山県富山市水橋市田袋280

株式会社アルプ 石川県金沢市近岡町309番地

株式会社安全性研究センター 富山県富山市興人町2番62号

ａｎｄ株式会社 岐阜県高山市上岡本町5-579 富山営業所 富山県富山市天正寺1060

株式会社Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 東京都港区南青山２丁目13-15南青山ＡＹビル２階

五十井商店 魚津市本江新町2-22

石垣メンテナンス株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-5 北陸支店 石川県金沢市広岡1丁目1番10号

株式会社石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ6番地1

株式会社石倉設備工業 富山県滑川市浜四ツ屋140-1

礎総合計画株式会社 富山県富山市丸の内1丁目6番17号

いすゞリーシングサービス株式会社 東京都品川区南大井六丁目22番7号 営業本部 東京都品川区南大井六丁目22番7号

株式会社イズミ 富山県富山市南央町3-38

市川甚商事株式会社 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287番地

株式会社イビソク 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 富山県富山市四方荒屋1690番地

射水工業株式会社 富山県射水市二口2487-1

有限会社入井造園 魚津市小川寺3023

株式会社インタラック関東北 千葉県千葉市中央区新町1番地17

株式会社インテック 富山市牛島新町5-5 行政システム事業本部 富山県富山市牛島新町2番2号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都港区海岸3-20-20ヨコソーレインボータワー 北陸支店 富山県富山市花園町三丁目2-15

株式会社ウェザーニューズ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデン

有限会社上坂運動具製作所 富山県南砺市福光820

株式会社ウエノ 富山県高岡市問屋町107

魚津印刷株式会社 魚津市本新町27番13号

株式会社魚津清掃公社 魚津市大光寺61-1

内山物産有限会社 富山県富山市若竹町3-60

栄冠富山株式会社 富山県富山市黒崎字塚田割556番1
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株式会社エー・トゥ・ゼット 長野県松本市高宮中1-35

株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町1丁目19番地4 富山営業所 富山県富山市婦中町島本郷10-13

株式会社エクス 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地

株式会社エヌ・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4丁目15番82号 北陸支店 金沢市大手町4-1

ＮＥＳ株式会社 富山県富山市五福末広町1033

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区港南2-15-3 北陸支店 石川県金沢市彦三町一丁目2番1号

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽2-6-1 富山営業所 富山県富山市牛島新町5-5

エヌシーイー株式会社 新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25

株式会社ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 東京都港区芝浦一丁目1番1号

ＮＴＴファイナンス株式会社 東京都港区港南1-2-70 ビリング事業本部　ビリングソリューション部 東京都港区港南１丁目２番70号

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 東京都港区港南1-2-70 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社北陸支店 石川県金沢市本町二丁目15番１号

株式会社エヌ・ティ・ティ・テータ北陸 石川県金沢市彦三町一丁目1番1号 富山支店 富山県富山市桜橋通り1-18

株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 ㈱NTTドコモ　北陸支社 石川県金沢市西都一丁目５番地

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 大阪府大阪市北区大深町3-1 北陸支店 石川県金沢市増泉1-43-1

ＮＤネットサービス有限会社 大阪府堺市堺区神南辺町2-90-5

荏原実業株式会社 東京都中央区銀座7-14-1 中部営業所 愛知県名古屋市熱田区金山町1-7-5電波学園金山第1ビル

荏原商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 富山支店 富山県富山市太郎丸本町2丁目4番地16

ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社 東京都港区芝5-34-6 リース営業部 東京都港区芝5-34-6

株式会社Ｍ’ｓジャパン 埼玉県所沢市山口373番地の9

株式会社エムティーアイ 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社エムテック 富山県富山市大泉中町9-1

有限会社老田屋 富山県富山市新富町二丁目3番15号

オイラー株式会社 石川県金沢市間明町2-24-1 富山支店 富山県富山市二口町二丁目5番2号

応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町7 富山営業所 富山県魚津市経田西町10-100

大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附736番地

有限会社大村造園 魚津市大光寺1210

株式会社オーヤラックス 東京都千代田区麹町1-6-2 北陸営業所 石川県金沢市駅西本町5丁目6番9号
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沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1-7-12 北陸支店 石川県金沢市南町2番1号

株式会社オフィスケイ 富山県富山市鶴ケ丘町102の1

株式会社オフィステム 富山県魚津市吉島二丁目11番28号

小矢部浄化株式会社 小矢部市八和町10番32号

オリジナル設計株式会社 東京都渋谷区元代々木町30-13 富山営業所 富山県富山市神通本町2-4-16

株式会社オリス 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 魚津営業所 富山県魚津市本町2-12-23

オリックス・ファシリティーズ株式会社 京都府京都市下京区大宮通寺下る五坊大宮町99

株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番

株式会社会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 新潟支社 新潟県長岡市福住２丁目２番５号

株式会社開進堂楽器 高岡市野村370番地1

株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南2-28 富山支店 富山県富山市上赤江1丁目16番1号

株式会社金屋商事 富山県富山市富岡町457番地の1

株式会社 トヨックス 黒部市前沢4371

カマタニ株式会社 高岡市問屋町191

有限会社川口商会 下新川郡入善町入膳6121

株式会社カワノ 富山県富山市牛島本町2-3-23

株式会社河辺商会 東京都千代田区神田錦町1-13 富山営業所 富山県下新川郡入善町上野1571

株式会社カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町1-6-10 新潟営業所 新潟県新潟市中央区天神1-1　プラーカ3　2Ｆ

環境未来株式会社 長野県松本市和田4010-5 北陸検査センター 石川県金沢市藤江南一丁目7番地1

株式会社環境理研 富山県砺波市千代248-3

環研令和株式会社 富山県富山市上袋628-1 魚津支店 魚津市六郎丸2935番地

神成株式会社 富山県富山市婦中町鵜坂138-1

株式会社技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目６番20号

株式会社ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町9番3号日本橋相互ビル505号室

北沢産業株式会社 東京都渋谷区東2-23-10 富山営業所 富山県富山市問屋町2-8-6

北日本コンピューターサービス株式会社 秋田市南通築地15番32号

北日本電機産業株式会社 富山県富山市西中野町２丁目1010番地
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キハラ株式会社 東京都千代田区神田駿河台3番5号

木村黒板株式会社 富山県富山市新庄北町29番３号

キャノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市下石上1385 富山出張所 富山県富山市桜橋通り1番18号

キャノンメディカルファイナンス株式会社 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号

共栄印刷株式会社 富山県魚津市吉島1167-1

株式会社ぎょうせい 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 名古屋市中区錦3丁目10番33号

株式会社協同測量社 長野市大字安茂里671番地

株式会社協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚1丁目62番11号 中部営業所 愛知県名古屋市中区栄5丁目28番12号

極東サービス株式会社 千葉県八千代市上高野1823の1 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

株式会社近畿日本ツーリスト中部 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目27番２号 富山支店 富山県富山市桜橋通り2-25　富山第一生命ビル８階

銀扇産業株式会社 石川県金沢市駅西本町2-10-23 富山営業所 富山県富山市赤田897番地

クボタ環境サービス株式会社 東京都中央区京橋二丁目1番3号 大阪支社 兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号

倉元電機商会株式会社 魚津市吉島4327

株式会社クリーンエアコン 富山県富山市堀197

株式会社グリーンエコ 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

株式会社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番3号

クリーン産業株式会社 富山県富山市二口町3-2-16

クリタ北陸株式会社 富山県富山市蓮町一丁目11番12号

グローリー株式会社 兵庫県姫路市下手野１丁目３番１号 富山営業所 富山県富山市城北町１番38号

ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

株式会社計画情報研究所 石川県金沢市駅西本町2丁目10番6号 富山支店 富山県富山市上袋655番地

ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-2 パートナービジネス開発部 東京都千代田区飯田橋3-10-10

ケイティケイ株式会社 愛知県名古屋市東区泉2-3-3 富山営業所 富山県射水市流通センター青井谷１丁目5-4

株式会社ケー・シー・エス 東京都文京区小石川1-1-17 北陸支社 新潟県新潟市東区紫竹7-27-35

有限会社毛野考古学研究所 群馬県前橋市公田町1002番地1 富山支所 富山県射水市戸破1679-3-A

株式会社建設環境研究所 東京都豊島区東池袋2-23-2

株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号
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株式会社ケンテック 富山県富山市婦中町西本郷436番地52

株式会社コアシステム 富山県黒部市前沢947-2

株式会社高志インテック 富山県富山市下新町5番23号

交通企画株式会社 富山県富山市今泉西部町3番20

税理士法人合同経営会計事務所 福井市西開発一丁目2503番地1

神戸綜合速記株式会社 神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

株式会社興北産業 富山県富山市新保91番地

国際航業株式会社 東京都千代田区六番町2番地 富山営業所 富山県富山市婦中町島本郷10-13

有限会社小杉スポーツ 富山県射水市三ケ1038

株式会社コスモリサーチ 福岡県福岡市博多区春町2-8-9 大阪支店 大阪府大阪市住吉区長居4丁目12番21号

コニカミノルタＮＣ株式会社 新潟県新潟市江南区亀田工業団地1-2-13 富山支店 富山県富山市布瀬町南2-8-4

コマツ富山株式会社 富山県富山市本郷2413番地の1

株式会社米三 富山県富山市中央通り1-5-10

小柳建設株式会社 新潟県三条市東三条1丁目21番5号

小山株式会社 奈良県奈良市大森町47の3 北陸営業所 富山県富山市八日町243番地16

株式会社五輪 富山県富山市奥田新町12番3号

金剛株式会社 熊本県熊本市西区上熊本三丁目8番1号 名古屋支店北陸営業所 石川県金沢市入江2丁目26

金剛薬品株式会社 富山県富山市問屋町一丁目8番7号

株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里2-40-10 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-12-9

サカヰ産業 株式会社 富山県富山市桜橋通り5-6 滑川営業所 滑川市柳原1932

株式会社サプラ 富山県富山市黒崎341の14

有限会社サワムラサービス 富山県富山市中島1丁目11番15号

株式会社三越 富山県富山市下冨居2丁目13番81号

山王株式会社 熊本県熊本市戸島西5-5-57 関東営業所 埼玉県熊谷市三ケ尻3072番地

三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番16号

株式会社サンコー 富山県富山市元町二丁目5番1号

有限会社サンテック 静岡県富士宮市大中里1274番地の6
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令和３・４年度　入札参加資格者名簿（物品・役務）　※五十音順 令和３年４月１日現在
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株式会社三豊 愛知県豊橋市西山町字西山328番地

株式会社サンリーク 大阪市淀川区宮原1丁目19番23号

株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北1-7-25 富山支店 富山県富山市赤田1032-2

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 東京都日野市旭が丘4-7-127 北陸支店 石川県金沢市新保本3-71

株式会社ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号　東京オペラシティタワー１９階

ジーエムいちはら工業株式会社 栃木県鹿沼市樅山町上原267番地

株式会社ｓｈｅｅｐｓ　ｏｒｄｅｒ 富山県下新川郡入善町椚山新199-7

株式会社ジェイ・アール・エス内張 富山県魚津市友道933番地

株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 大阪府大阪市北区堂島１丁目６番20号堂島アバンザ８階 北陸支店 石川県金沢市広岡１丁目１番18号伊藤忠金沢ビル２階

株式会社ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲1-7-12 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町2-3-10

株式会社ジェスクホリウチ 石川県金沢市泉3-1-6 富山支店 富山県富山市豊若町1-12-20

株式会社ジェスコ 富山県富山市婦中町広田3978

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

株式会社ジェック経営コンサルタント 富山市湊入船町3-30

塩谷商事株式会社 富山県高岡市石瀬6-1

株式会社システム環境研究所 福岡県福岡市博多区千代四丁目30番２号 東京事務所 東京都中央区八丁堀二丁目26番９号

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 富山営業所 富山県富山市小中227-1

株式会社シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号３階

株式会社シマキュウ 富山県富山市五本榎59番地の2

株式会社シマダ 富山市婦中町田屋381-1

株式会社島津製作所 京都市中央区西ノ京桑原町1番地 京都支店 京都市中央区西ノ京徳大寺町1番地

株式会社島屋 富山県高岡市問屋町18番地

株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２丁目1770番地 富山店 富山県富山市清水町1-5-21

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 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

十全美装株式会社 富山市堀158番地

有限会社商栄工芸 魚津市本江2855番地の7

株式会社上智 富山県砺波市千代176の1 魚津支店 富山県魚津市上口1-1-11
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有限会社白石縫旗店 富山県高岡市堀上町10 富山支店 富山県富山市掛尾町453番地　ローレックス掛尾101号

有限会社白坂速記事務所 石川県金沢市窪7-263

株式会社新環境分析センター 新潟市江南区祖父興野268番地1

株式会社シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番24号大博センタービル 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番24号大博センタービル

新誠堂 魚津市北鬼江一丁目2-27

株式会社新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町1番23号 魚津営業所 富山県魚津市中央通り1丁目4番8号

水機工業株式会社 富山県富山市黒崎172番地

株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄2－2－7

株式会社水研 富山県富山市総曲輪四丁目11番1号

杉政貿易株式会社 富山県富山市田中町1-7-6

特定非営利活動法人ＳＣＯＰ 長野県松本市中央2-3-17　知新堂ビル3階Ａ

鈴木工業株式会社 富山市総曲輪四丁目11番1号

株式会社 スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

株式会社スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台２丁目37-1

住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田7-10-4 中部支店 愛知県名古屋市東区東桜1-10-24

巣守金属工業㈱ 広島県広島市南区出島1-34-7

有限会社セイエー防災 富山県富山市下堀93番地8

株式会社青光社 石川県金沢市浅野本町1-11-13 富山支店 富山市上八日町22-1

正樹園 富山県魚津市蛇田4767

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４Ｆ

世界文化社販売株式会社 富山県富山市宝町1-5-8

セコムジャスティック北陸株式会社 石川県金沢市北安江2丁目15番10号

セコム北陸株式会社 石川県金沢市香林坊2丁目4番30　　香林坊ラモーダ

株式会社瀬戸 富山県富山市八人町9-11

ゼネラル株式会社 大阪府大阪市城東区中央２丁目15番20号

株式会社全研ビルサービス 新潟県三条市西本成寺2-29-9 富山営業所 富山県富山市水橋肘崎489番43の2

株式会社宣通 愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号
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セントラル航業株式会社 石川県金沢市金石東一丁目４番３号 富山支店 富山県射水市今井533番地

セントラルチャート株式会社 富山県富山市高屋敷823番地の39

セントラルメディカル株式会社 石川県金沢市西念3-1-5 富山支店 富山市境野新62-7

泉陽興業㈱ 大阪府大阪市浪速区元町１丁目８番15号 東京支店 東京都千代田区鍛冶町１丁目６番14号　泉陽SYビル

株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所富山サービスセンター 富山県富山市総曲輪1-7-15

第一環境株式会社 東京都港区赤坂2-2-12 第一環境株式会社 中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10

第一プロデュース株式会社 南砺市三清西18番地

第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目11番17号

第一レンタル株式会社 富山県南砺市高堀8番地

大成機工株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番3-2700号

株式会社ダイトウア 新潟県新潟市東区下木戸3-3-51 北陸営業所 富山県高岡市野村1521-1　信開ドムスン野村214号

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿6-22-1 魚津営業所 魚津市釈迦堂1丁目4番5号　森内テナントA

ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 富山県魚津市釈迦堂一丁目7番22号 分析事業所 富山県魚津市本新751番地

株式会社太陽スポーツ 富山県魚津市上村木2-3-30 魚津店 富山県魚津市上村木2-3-30

太陽スポーツ販売株式会社 富山県富山市清水元町6-3 魚津営業所 魚津市北鬼江320

株式会社太陽測地社 石川県金沢市扇町2番地3　ダイアパレス兼六園401号 富山支店 富山県高岡市井口本江504番地7

株式会社太陽テント北陸 石川県金沢市問屋町2-24 富山営業所 富山県富山市堀川町98

株式会社大用堂 富山県富山市二口町3-2-16

大和電建株式会社 福井県福井市開発1-101 富山支店 富山県富山市婦中町西本郷436-63

大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 富山営業所 富山県富山市布瀬本町4番8

株式会社高岡市衛生公社 高岡市材木町731番地

高千穂商事株式会社 東京都港区虎ノ門5丁目3番20号 415

竹田運輸倉庫株式会社 富山県富山市大泉中町8-16

竹田楽器 富山県南砺市福野1832 竹田楽器 富山県富山市根塚町1-2-12

多田薬品工業株式会社 高岡市波岡25番地

立山科学株式会社 富山県富山市大泉1583番地

立山木材工業株式会社 富山県富山市桜町一丁目二番三号
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株式会社田中商会 富山県富山市田中町二丁目5番1号

株式会社田中地質コンサルタント 福井県越前市国高二丁目324番地7

タニコー株式会社 東京都品川区戸越一丁目７番20号 富山営業所 富山県富山市新根塚町三丁目４番７号

株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目2番70号

株式会社チューエツ 富山県富山市上本町3番16号 印刷営業部 富山県富山市上本町3番16号

株式会社中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡3-3-77ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル7階 富山事務所 富山県富山市上野522の1

中部機器株式会社 富山県富山市大泉北町7番22号

株式会社中部設計 富山県富山市本町10-2

有限会社中部防災 富山県富山市相生町4番8号

千代田機電株式会社 石川県金沢市新保本4-65-12 黒部店 富山県黒部市沓掛646-1

ＴＩＳ株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1 産業公共事業本部 愛知県名古屋市西区牛島町６番１号

有限会社ティーアイシステム 富山県黒部市荻生29-2

株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

株式会社ディエスジャパン 大阪府東大阪市吉田本町3丁目3番45号 富山店 富山県富山市根塚1-5-6

株式会社データベース 北海道札幌市北区北七条西5-8-5 名古屋営業所 愛知県長久手市蟹原1901番地 A-702

株式会社データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1-21-35広島ﾐｸｼｽﾋﾞﾙ

株式会社テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町3-1-5 関西支店 大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10

テクノトラスト株式会社 富山県富山市五福末広町1033

テクノ・マインド株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目６番11号

テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号

株式会社テスコム 長崎県長崎市三原2丁目24番8号 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-24　北白石ﾋﾞﾙ西館4F

テックサービス株式会社 富山県富山市吉作710番地

デュプロ北陸販売株式会社 石川県金沢市福増町北1300 富山営業所 富山県富山市掛尾町504番地3

寺岡オートドア株式会社 東京都大田区千鳥3-19-3 富山営業所 富山県富山市上野新町7-44

有限会社寺島商店 富山県魚津市新金屋1-3-7

テレ通株式会社 富山県富山市上赤江町2-7-3

東亜電機工業株式会社 石川県金沢市増泉2-18-15 富山支店 富山県富山市二口町5-5-7
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東海リース 株式会社 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-6 富山営業所 富山県富山市桜橋通り1-18

株式会社東京商工リサーチ 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル 富山支店 富山県富山市安住町7-18

株式会社東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号

東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 北陸支社 富山県富山市神通本町1-1-19

東芝エレベーター株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 北陸支店 石川県金沢市昭和町16番1号

東武トップツアーズ株式会社 東京都墨田区押上一丁目１番２号 富山支店 富山県富山市本町9-10　大同生命富山ビル７階

㈱東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新8-9-17

東洋計器株式会社 長野県松本市和田3967-10 金沢営業所 石川県金沢市高柳町5丁目6番1号

株式会社東洋食品 東京都台東区東上野一丁目14番4号

株式会社東洋食品フードサービス 東京都台東区東上野一丁目14番4号

道路技術サービス株式会社 富山県射水市橋下条527番地

株式会社トージツフーズ 大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号

株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3-23

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング

株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号

株式会社 トスネット北陸 石川県金沢市問屋町1-85 魚津営業所 富山県魚津市三ケ967番地7

トナミグリーン株式会社 富山県南砺市泉沢183-1

株式会社鳥羽 富山県富山市稲荷元町三丁目8番43号

鳥羽システム株式会社 富山県富山市窪本町1番15号

飛世造園 富山県魚津市川縁1053

冨木医療器株式会社 石川県金沢市問屋町2-46

株式会社トミキライフケア 石川県金沢市問屋町2-74 高岡支店 富山県高岡市内免4丁目6番38号

富美道路株式会社 富山県射水市上条177

株式会社巴商会 東京都大田区蒲田本町1-2-5 富山営業所 富山県魚津市東山1056

株式会社富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷3番地3

株式会社富山県寝具センター 富山県富山市田中町一丁目6番14号

富山県石油業協同組合 富山県富山市小中710番 魚津支部 富山県魚津市末広町2-20
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令和３・４年度　入札参加資格者名簿（物品・役務）　※五十音順 令和３年４月１日現在

業者名称 住所 委任先名称 委任先住所

富山県綜合警備保障株式会社 富山県富山市金屋2715-10

株式会社富山県総合防災 富山県富山市城川原二丁目6番25号

公益社団法人富山県薬剤師会 富山県富山市千歳町一丁目4番1号

富山スガキ株式会社 富山県富山市塚原23-1

富山総合ビルセンター株式会社 富山市安住町2番14号北日本スクエアビル4階

富山地方鉄道株式会社 富山県富山市桜町一丁目1番36号

株式会社トヤマデータセンター 富山県富山市柳町1-1-11 黒部支店 富山県黒部市三日市3266

富山電設株式会社 富山市上赤江町1-16-46

トヤマ電話工事株式会社 富山県富山市四方荒屋1262番地

富山日野自動車株式会社 富山県富山市高木2034

株式会社富山防災設備 富山県富山市小杉1033番地

トヨタモビリティ富山株式会社 富山県富山市千歳町2丁目5番26号 魚津 富山県魚津市本江1063

株式会社トヨタレンタリース富山 富山県富山市千歳町二丁目5番26号

長田広告株式会社 愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1

株式会社中西鋼機 福井県敦賀市昭和町2丁目2番28号

株式会社中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南5-4-14 富山営業所 富山県富山市新根塚町3-1-3

株式会社中西電気 黒部市新牧野103

中日本建設コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 富山事務所 高岡市駅南3-3-13

株式会社ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 富山営業所 富山県富山市東田地方町2丁目9-5

長野ポンプ株式会社 石川県金沢市浅野本町ロ145 富山営業所 富山県富山市赤田590-1　102

株式会社ナガワ 東京都千代田区丸の内1-4-1　丸の内永楽ビル22Ｆ 富山営業所 富山県富山市八町3542

夏野土木工業株式会社 富山県黒部市荒俣2107

夏原工業株式会社 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺579 北陸営業所 富山県富山市一本木137

ナブコドア株式会社 大阪府大阪市西区西本町1-12-22 富山営業所 富山県富山市黒瀬380番地1

並木薬品株式会社 富山県富山市問屋町三丁目１番33号

ナレッジメディカル株式会社 石川県金沢市元町2丁目13番8号 富山営業所 富山県富山市太郎丸西町1-3-3

株式会社新川インフォメーションセンター 魚津市釈迦堂一丁目12番18号

12/20
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業者名称 住所 委任先名称 委任先住所

有限会社新川グリーン興産 富山県魚津市東尾崎3415

有限会社新川建装 富山県魚津市諏訪町1-24

株式会社ニイカワ広告社 魚津市浜経田3316番地の1

新川森林組合 魚津市東尾崎3415

株式会社新川ビルサービス 下新川郡入善町入膳5189番地

株式会社西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区宮原2-10-9 大阪支店 大阪市淀川区宮原2丁目10番9号

西日本電信電話株式会社 大阪市中央区馬場町3-15 富山支店 富山県富山市東田地方町1-1-30

株式会社西原環境 東京都港区海岸三丁目20番20号 東京・東北支店 東京都港区海岸三丁目20番20号

株式会社西原ネオ 東京都港区芝浦３丁目６番18号 北陸支店 富山市黒瀬66番地1

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

株式会社日医リース 東京都品川区西五反田1-3-8 金沢支店 石川県金沢市駅西本町1丁目14番29号

ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北4-3-29 金沢営業所 石川県金沢市古府2-8

株式会社ニック 福岡県大野城市川久保三丁目1番23号

株式会社ニッコク 東京都港区六本木六丁目17番1号 小松営業所 石川県小松市福乃宮町1丁目35番地 福乃宮135

株式会社ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 東日本支社 宮城県仙台市太白区長町3-7-13

日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 近畿支店 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

日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北3-16-10 富山支店 富山県富山市西中野町1-1-18

日通商事株式会社 東京都港区海岸1-14-22 富山営業センター 富山県富山市黒崎141番地1

株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 新潟県新潟市中央区東大通1-3-8

株式会社日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台一丁目19番11号

日本エイ・ティー・エム株式会社 東京都港区浜松町1-30-5　浜松町ｽｸｴｱ8階

株式会社日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦一丁目６番18号Ｊ・伊藤ビル４階

日本オーチス・エレベーター株式会社 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 北陸支店 石川県金沢市鞍月五丁目181番地

日本カーソリューションズ株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 北陸支店 石川県金沢市本町二丁目11番7号

日本海ガス株式会社 富山市城北町2-36 新川営業所 富山県黒部市三日市1091

日本海環境サービス株式会社 富山県富山市久方町2番54号

日本海航測株式会社 石川県金沢市泉本町2-125 富山支店 富山県富山市二口町2丁目5番15号田知本ビル2階
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業者名称 住所 委任先名称 委任先住所

株式会社日本海コンサルタント 石川県金沢市泉本町2丁目126 富山支店 富山県富山市二口町二丁目5番地15　田知本ビル内

日本海電業株式会社 富山県富山市手屋3-8-33 魚津支社 富山県魚津市宮津238-1

日本海綿業株式会社 富山県富山市飯野2番地の3

一般社団法人日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段南1丁目5番10号

一般財団法人日本環境衛生センター 川崎市川崎区四谷上町10番6号

日本機械工業株式会社 東京都八王子市中野上町二丁目31番１号 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

一般財団法人日本気象協会 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 富山県富山市石坂2415番地4

日本キャタピラー合同会社 東京都中野区本町一丁目32番2号 黒部営業所 黒部市若栗3578

株式会社日本空調北陸 富山県富山市稲荷元町1丁目1番11号

一般社団法人日本健康倶楽部 東京都千代田区平河町2-6-1 北陸支部 富山県富山市二口町4丁目3番地1

日本原料株式会社 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 関西支店 大阪府大阪市中央区内本町1-3-5

日本交通興業株式会社 富山県富山市今市324-15 魚津支社 魚津市三田480番地1

日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

株式会社日本コンサルタントグループ 東京都新宿区下落合三丁目22-15

株式会社日本サポートサービス 東京都千代田区神田猿楽町2丁目2番10号

株式会社日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1-34

日本船舶薬品株式会社 神奈川県横浜市中区かもめ町6番地 金沢営業所 石川県金沢市西念2丁目19番1号

日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1 富山支店 富山県富山市牛島新町5-5 ﾀﾜｰ111

日本無線株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号 富山営業所 富山県滑川市法花寺414番地

株式会社日本レップス 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目15番地 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

株式会社日本漏防コンサルタント 徳島県徳島市南田宮2-7-4 中部営業所 愛知県稲沢市稲沢町前田180-1

Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35番22号

株式会社ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲527番地3 関東支店 千葉県成田市並木町221番地

ノダック株式会社 埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目28番６号 中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地

野原厨房株式会社 富山県富山市西中野1丁目6番8号

株式会社乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号
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株式会社ＨＡＲＰ 北海道札幌市中央区北一条西六丁目1番地2

バイザー株式会社 名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号

株式会社ハイン 新潟県三条市西本成寺2-13-7 富山営業所 富山県富山市今泉40番地 トライアングルビル201号

株式会社パスコ 東京都目黒区東山1-1-2 富山支店 富山県富山市総曲輪一丁目7番15号

税理士法人　畠経営グループ 石川県金沢市疋田一丁目33番地

畠山工業株式会社 富山県魚津市吉島二丁目2番5号

株式会社パトロード富山 富山県富山市西公文名町10番28号

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 中部支店 名古屋市中村区名駅南二丁目7番55号

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 東京都中央区銀座8-21-1 北陸社　北陸営業所 金沢市広岡2丁目13番33号

株式会社バロン 富山県富山市北代5298番地

株式会社ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9

株式会社ＢＥＥＳ 富山県高岡市オフィスパーク12番地

株式会社ＢＥＡＴ 富山県富山市大泉中町9-1

株式会社ビーマックス 富山県富山市上赤江町2-2-67

ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通7-30 金沢事務所 石川県金沢市無量寺一丁目36番地

株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎1-2-1 中部支社 名古屋市中区栄一丁目24番15号

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 東京都品川区東品川4-12-6 石川県金沢市広岡3-1-1

株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町2-101 北陸支社 石川県金沢市西念1-1-3

株式会社百祥 富山県南砺市殿1340

株式会社ヒューマンネット 石川県金沢市西念3丁目15番23号

株式会社ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 黒部支店 黒部市堀切223番地

株式会社福島製作所 福島県福島市三河北町9番80号 東京営業所 東京都大田区大森北1-5-1

株式会社富士技研 富山市願海寺字千保855番1

株式会社藤木自動車商会 富山県富山市問屋町一丁目7番43号 魚津営業所 富山県魚津市吉島1-8-17

フジクリーンサービス 富山県富山市向新庄1353-6

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 東京都板橋区坂下1-19-1 公共事業本部　中部支店 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号

富士ゼロックス北陸株式会社 石川県金沢市中橋町11番18号 石川県金沢市中橋町11番18号
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フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸3-20-20 北陸支店 富山県富山市花園町３丁目2-15

株式会社 富士通エフサス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区港南二丁目15番３号 富山支店 富山県富山市新桜町２番21号　MKD９ビル

株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 中部情報通信ネットワーク営業部 愛知県名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地

富士通リース株式会社 東京都千代田区神田練塀町3番地 北陸支店 石川県金沢市昭和町16番1号

フジテコム株式会社 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地 信越営業所 長野県長野市柳町2056

フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 首都圏統括本部北信越支店 石川県金沢市長土塀1-16-15

株式会社不二ビル 富山県富山市黒瀬144-2

藤村クレスト株式会社 新潟県柏崎市栄町7番8号 富山営業所 富山県富山市窪新町1番61号

扶桑電通株式会社 東京都中央区築地五丁目４番18号 富山営業所 富山県富山市新桜町２番21号　富士通ビル５階

株式会社フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目6番22号

株式会社武揚堂 東京都中央区日本橋3丁目8番16号 北陸営業所 新潟県新潟市江南区東船場3丁目2番3号

プライムビジネススタッフ株式会社 富山県富山市千歳町1-6-18　河口ビル

株式会社フルテック 富山県高岡市福岡町矢部601番地

株式会社ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町4-3-18

株式会社ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号

ベントム株式会社 富山県滑川市追分3644-11

防災電設株式会社 富山県富山市黒瀬240番地の20

株式会社宝来社 富山県富山市南央町3-28

株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地1ACROSS8階

ホーチキ株式会社 東京都品川区上大崎二丁目10番43号 富山営業所 富山県富山市中川原新町41番

株式会社ホープ 福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号ＭＧ薬院ビル

株式会社北栄産業 富山県富山市下新町17番23号

北銀ソフトウェア株式会社 富山県富山市東田地方町一丁目5番25号

北銀リース株式会社 富山県富山市荒町2番21号　堤地所ﾋﾞﾙ4F

北酸株式会社 富山県富山市本町11-5 魚津支店 魚津市川縁1289-38

株式会社北信タイヤサービス 富山県富山市山王町４番５号 ブリジストン魚津タイヤセンター 富山県魚津市三ケ726-1
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北信テレネックス株式会社 石川県金沢市小橋町3-47 富山支店 富山県富山市黒崎27番地

株式会社ホクタテ 富山県富山市中野新町一丁目2番10号

株式会社ほくつう 石川県金沢市問屋町1-65 黒部営業所 富山県黒部市三日市1353-1

北陸家電センター 富山県魚津市上村木1-11-13

株式会社北陸環境科学研究所 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 石川県野々市市御経塚1丁目55番地

北陸管財株式会社 富山県富山市桜町一丁目1番36号

北陸機材株式会社 富山県富山市綾田町1-6-22

株式会社北陸共立 石川県金沢市専光寺町ヲ167番地

株式会社北陸近畿クボタ 石川県白山市下柏野町956番地1 魚津営業所 富山県魚津市木下新278番地

一般財団法人北陸経済研究所 富山県富山市丸の内一丁目8番10号

北陸航測株式会社 富山県高岡市麻生谷400番地 富山支店 富山県富山市水橋市田袋160-4

北陸コンピュータ・サービス株式会社 石川県金沢市駅西本町2-7-21 富山事業所 富山県富山市婦中町島本郷47番地4

北陸綜合警備保障株式会社 石川県金沢市松島1-41 富山支社 富山県富山市問屋町二丁目8番28号

株式会社北陸体育施設 黒部市生地神区306番地の1

株式会社北陸第一興商 石川県金沢市玉鉾2-262

北陸電気工事株式会社 富山市小中269 魚津営業所 富山県魚津市青柳86

一般財団法人北陸電気保安協会 富山県富山市桜橋通り3-1 新川営業所 富山県魚津市北鬼江二丁目16番10号

北陸電力株式会社 富山市牛島町15-1 新川支店営業部 富山県魚津市江口504番地

北陸電話工事株式会社 石川県金沢市米泉町10-1-153 富山支店 富山市豊田町1丁目4番22号

北陸東邦株式会社 富山県富山市新庄町44番地5 富山営業所 富山県富山市新庄町44番地5

北陸道路標識株式会社 富山県高岡市問屋町15

北陸ハイウェイ建設株式会社 砺波市鷹栖373番地の1

北陸ファイリング株式会社 富山県富山市今泉163-47

一般財団法人北陸保健衛生研究所 石川県金沢市太陽が丘3丁目1番2

株式会社北陸マックス 富山県富山市上赤江町2丁目2番67号

ホシザキ北信越株式会社 石川県金沢市松島2-26 魚津営業所 魚津市青島7-1辻テナントビル101

北海道地図株式会社 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丁目6番1号平河町ビル
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ＨＯＹＡデジタルソリューションズ株式会社 東京都中野区中野4-10-2中野ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸﾊｳｽ6F アドミニストレーションサポートグループ 東京都中野区中野4-10-2中野ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸﾊｳｽ6F

株式会社堀内商会 富山県黒部市荻生6855

株式会社堀江商会 富山県富山市婦中町外輪野

ミザック株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番16号 東京支店 東京都千代田区内幸町1-3-3　内幸町ダイビル8F

株式会社マツダ 富山県魚津市真成寺町3-2

松葉園 富山県魚津市金山谷335

株式会社マツバラ工務店 魚津市本江新町10番2号

株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津2-12-1 中部支店 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル3階

株式会社丸協 富山県富山市平吹町４番21号

丸三開発工機株式会社 富山県富山市上飯野32番地

丸硝株式会社 岐阜県大垣市荒尾町674

株式会社マルゼン 東京都台東区根岸2-19-18 富山営業所 富山県富山市今泉40　402号

有限会社マルタカ防災 富山県高岡市あわら町7-48 黒部支店 富山県黒部市中新166-5

株式会社丸八 魚津市北鬼江364

丸文通商株式会社 石川県金沢市松島一丁目40番地 富山支店 富山県富山市八日町247-41

みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目2番6号

三谷コンピュータ株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

三谷産業株式会社 石川県金沢市玉川町1-5 情報システム事業部 富山県富山市総曲輪1-5-24

三谷産業イー・シー株式会社 石川県石川郡野々市町御経塚三丁目47 産業事業部富山事業部 富山県富山市牛島本町二丁目2番25号

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号

三菱電機クレジット株式会社 東京都品川区大崎一丁目6-3 北陸支店 金沢市広岡3丁目1番1号

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都千代田区有楽町1-7-1 富山支店 富山県富山市牛島新町5番5号

ミドリ安全富山株式会社 富山県富山市下新本町4-15

株式会社ミナミ 魚津市青柳95

美松工業株式会社 愛知県半田市州の崎町2番地111

株式会社ミヤゲン 福井県敦賀市山泉7号15-3

株式会社ミヤシゲ 富山県高岡市野村420 魚津営業所 魚津市木下新256
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明星セメント株式会社 新潟県糸魚川市上刈7-1-1 糸魚川工場 新潟県糸魚川市上刈七丁目1番1号

株式会社向田工業所 静岡県藤枝市岡部町岡部1826番1

株式会社ムサシ 東京都中央区銀座8-20-36 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番2号

無線パーツ株式会社 富山県富山市根塚町1-1-1

株式会社無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町一丁目1番地小原ビル 北陸営業所 石川県金沢市本江町9番10号Sunさい川2階事務所

株式会社 ムラヤマ 東京都江東区豊洲3-2-24 大阪支店 大阪市西区土佐堀1-4-11金鳥土佐堀ビル

明祥株式会社 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 富山支店 富山県富山市新庄本町1丁目4番10号

名鉄観光サービス株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目14番19号 富山支店 富山県富山市桜橋通り1-18　北日本桜橋ビル

株式会社明文堂プランナー 富山県下新川郡朝日町沼保909-2 魚津店 魚津市吉島226-1

株式会社名豊 愛知県名古屋市中区松原2-2-33

名北ワード株式会社 岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176

メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部 中日本営業部 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

株式会社メディペック 石川県金沢市西念3丁目1番5号 富山営業所 富山県富山市古沢332番地1

株式会社メフォス 東京都港区赤坂2丁目23番1号

森造形センター株式会社 石川県小松市河田町ル43

株式会社モリタ 兵庫県三田市テクノパーク1番地の5 富山営業所 富山市牛島新町4番10号

株式会社モリタテクノス 兵庫県三田市テクノパーク32 名古屋市東区矢田南一丁目2番8号

株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市上吉羽2100番地33 名古屋営業支店 愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目12番

森長電子株式会社 石川県金沢市福増町南1195

安田株式会社 岐阜県岐阜市鶴田町３丁目24番地 富山支店 富山県富山市黒崎618番地１

八千代エンジニヤリング株式会社 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 富山県富山市新桜町6番24号

山口株式会社 富山県富山市二口町２丁目14番4号

株式会社山澤 富山県魚津市北鬼江900番地7

株式会社大和速記情報センター 東京都港区新橋5-13-1 北陸営業所 富山県富山市桜橋通り2-25　富山第一生命ﾋﾞﾙ4F

ヤマハサウンドシステム株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦1丁目18番28号

山室重機株式会社 富山県富山市山室新町41

株式会社ヤマモト 静岡県富士宮市山宮2344
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ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 金沢支店 石川県金沢市神野町東70番地

ＵＤトラックス株式会社 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 富山カスタマーセンター 富山県富山市八町7900番地

ユウホー設備株式会社 富山県魚津市釈迦堂1-11-20

株式会社陽光興産 富山県富山市萩原425番地の1

吉枝工業株式会社 富山県黒部市三日市2884の2

株式会社ヨシカワ 石川県金沢市北安江3-1-33 富山営業所 富山県富山市窪新町6番41号

吉崎電設株式会社 魚津市本新町5番6号

株式会社吉田建設 新潟県新潟市西蒲区赤鏥1307番地1 見附支店 新潟県見附市柳橋町266番地21

ヨシダ宣伝株式会社 石川県金沢市中央通町1番22号 富山支店 富山県富山市二口町１丁目15番地2

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 石川県金沢市進和町28 富山サービスセンター 富山市黒埼162

株式会社ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号　日東九段ﾋﾞﾙ6階

株式会社ラックス 富山県富山市西長江1-12-1

ラボサービス株式会社 静岡県富士市鈴川西町14-38　コーポ石井202

リコージャパン株式会社 東京都港区芝三丁目8番2号 販売事業本部富山支社富山営業部 富山県富山市堀川町313

リコーリース株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 中部支社 名古屋市西区牛島町6番1号

株式会社立業社 富山市黒崎125

株式会社立業社・ビジネス・マシンズ 富山市黒崎125

株式会社リブネット 三重県伊勢市楠部町乙135番地

株式会社リペアワークス 滑川市常磐町181-55

株式会社流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号

菱機工業株式会社 石川県金沢市御影町10-7 富山支店 富山市黒瀬北町2丁目17番地6

菱光商事株式会社 富山県富山市金屋1634-11

有限会社緑愛園 魚津市蛇田4640

ローレルバンクマシン株式会社 東京都港区虎ノ門1-1-2 富山営業所 富山県富山市宝町一丁目3番14号

ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23

ワイディシステム株式会社 富山県富山市奥井町17番38号

有限会社若葉電設 魚津市横枕854番地1
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