
平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称

デュプロ奈良販売株式会社 630-8452

代表取締役 奈良県 奈良市

藤本　慶一

株式会社マルゼン 110-0003

東京都 台東区

渡辺　恵一

奈良営業所 630-8346

奈良県 奈良市

中尾　栄二

0742-27-1481 0742-27-1480

株式会社奈良事務機 630-8451

奈良県 奈良市

木田　光昭

株式会社巴商事 638-0045

代表取締役 奈良県 吉野郡下市町

亀口　幸久

フクダ電子近畿販売株式会社 564-0063

代表取締役 大阪府 吹田市

富島　誠一

奈良営業所 634-0075

所長 奈良県 橿原市

堀　昌史

0744-24-1291 0744-25-6139

株式会社大和速記情報センター 105-0004

代表取締役 東京都 港区

津田　健司

関西営業所 541-0045

関西営業所長 大阪府 大阪市中央区

菊池　修一

06-6222-1210 06-6222-1280

株式会社島津製作所 604-8511

代表取締役 京都府 京都市中京区

上田　輝久

関西支社 530-0012

支社長 大阪府 大阪市北区

井上　正彦

06-6373-6522 06-6373-6535

株式会社メット 599-8238

代表取締役 大阪府 堺市中区

時任　美幸

株式会社ウーマンライフ新聞社 630-8115

代表取締役 奈良県 奈良市

桝田　泰典

株式会社上智 939-1351

代表取締役 富山県 砺波市

金木　春男

奈良支店 635-0076

支店長 奈良県 大和高田市

神島　和也

0745-53-8757 0745-53-8757

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く））　3. 文具・事務用
品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商品4.印章5.紙類）
4. 家具・室内装飾品（1.家具類（事務用家具を除く）4.衛生用品）　9. 機械機器（4.写
真器材8.家庭電化製品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）　11. 厨房機器・用品類
（3.洗剤類）　14. 貴金属・工芸品（3.バッチ、カップ）　15. 教材・楽器・運動用品（3.楽
器4.運動用品）　33. その他（1.雑貨品）

9. 機械機器（2.医療機器）　18. 保守点検業務（16.医療用機器・設備保守点検）
23. 物品リース、レンタル（4.医療機器）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　24. 各種委託業務（2.会議録作成、
速記、翻訳）

9. 機械機器（1.理化学機器2.医療機器3.光学機器）

16. 清掃業務（7.道路清掃）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、
配水池清掃）　33. その他（17.小規模修繕（管関係）21.その他役務等）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷6.印刷物の企画・デザイン）　13. 地図・図書（2.図
書（教育用図書を除く））　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営4.ホーム
ページ開発等）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）　22. 検査・調査業務（5.埋蔵文化財
発掘調査）

9

10

2

3

受付
番号

1

北之庄西町1-2-1

根岸2-19-18

阿字万字町7-1　石田ビル3階

北之庄町736-1

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器）　18. 保守点検業務（7.OA機器保守点
検）　23. 物品リース、レンタル（3.印刷機類）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類2.厨房用品類）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商
品）　23. 物品リース、レンタル（2.複写機3.印刷機類）

新住256

江坂町1-12-28　大昇ビル3階

小房町12-37

新橋5-13-1

4

5

6

7

8

大宮町5-3-33

千代176-1

大谷293-13

道修町1-7-1

西ノ京桑原町1

芝田1-1-4

土師町4-5-17
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

有限会社奈良トーハツ 630-8445

代表取締役 奈良県 奈良市

海老子　仁

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 108-6219

代表取締役社長 東京都 港区

今関　智雄

関西支店 540-0001

関西支店長 大阪府 大阪市中央区

近藤　晃司

06-6945-3731 06-6945-3730

日本電通株式会社 552-0003

代表取締役社長 大阪府 大阪市港区

上　敏郎

奈良支店 630-8357

取締役専務執行役員奈良支店長 奈良県 奈良市

長澤　泰彦

0742-23-4501 0742-26-5500

藤野興業株式会社 584-0045

代表取締役 大阪府 富田林市

藤野　正勝

株式会社ミヨシ 556-0022

代表取締役 大阪府 大阪市浪速区

三好　尚志

富士通リース株式会社 101-0022

代表取締役 東京都 千代田区

春日井　昌生

関西支店 540-0001

支店長 大阪府 大阪市中央区

藤田　博之

06-6910-2389 06-6910-2369

株式会社タカダ 530-0001

代表取締役 大阪府 北区

平松　圭一

奈良営業所 630-8244

所長 奈良県 奈良市

高田　雅之

0742-20-0158 0742-20-0159

日本電子計算株式会社 135-8388

代表取締役社長 東京都 江東区

山田　司

大阪支店 532-0011

大阪支店長 大阪府 大阪市淀川区

川島　淳

06-6307-5437 06-6305-1959

新世紀建工株式会社 639-0231

代表取締役 奈良県 香芝市

山本　佳彦

有限会社東洋テック 639-2229

代表取締役 奈良県 御所市

榎本　行宏

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（2.消防用被服6.皮革・ゴム・ビニール7.保安
用品）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン
類2.複写機3.印刷機類4.医療機器13.機械機器（建設用機械を除く））

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（6.電気機器
7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検7.OA機器保守点検8.音響設
備保守点検17.電気機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.
ホームページ開発等）　22. 検査・調査業務（7.通信システム調査）　23. 物品リー
ス、レンタル（1.パソコン類13.機械機器（建設用機械を除く））　33. その他（16.小規
模修繕（電気関係）20.その他物品21.その他役務等）

3０.水道施設清掃業務（2.水道管清掃）

7. 薬品類（2.衛生材料）　9. 機械機器（2.医療機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機
器2.防災用品3.防犯用品）

23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器13.機械機器
（建設用機械を除く））

29. 水道業務（1.施設運転）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコ
ン類）

16. 清掃業務（3貯水槽、受水槽清掃）　18. 保守点検業務（11.浄化槽保守点検）

17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除）

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

山中田町1丁目11番8号

桜川4-10-27

神田練塀町3

港南2-15-3

城見1-4-24

磯路２丁目２１番１号

杉ヶ町５３番地の６

池田町76-11

下田西3-9-16

1604-9

城見2-2-53

梅田１丁目２番２－１２００号

三条町487番地

東陽2-4-24

西中島2-12-11
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 116-0002

代表取締役 東京都 荒川区

吉川　正巳

関西支社 630-8115

奈良支店長 奈良県 奈良市

谷　義彦

0742-24-2881 0742-26-2297

医療法人健康支援三恵 636-0073

理事長 奈良県 北葛城郡河合町

矢形　啓二

株式会社ＪＥＣＣ 100-8341

取締役社長 東京都 千代田区

細野　哲弘

100-8341

専務取締役 東京都 千代田区

村上　春生

03-3216-3962 03-3216-3133

東亜株式会社 515-0832

代表取締役 三重県 松阪市

深田　滿

沖電気工業株式会社 105-8460

代表取締役社長執行役員 東京都 港区

鎌上　信也

関西支社 541-0051

支社長 大阪府 大阪市中央区

濱口　令生

06-6260-5111 06-6260-5777

ビーム計画設計株式会社 500-8455

代表取締役 岐阜県 岐阜市

久保　正美

株式会社ディンズ環境分析センター 518-1155

代表取締役 三重県 伊賀市

井上　吉一

三重中央開発株式会社 518-0152

代表取締役 三重県 伊賀市

金子　文雄

大栄環境株式会社 594-1144

代表取締役 大阪府 和泉市

金子　文雄

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 615-0851

代表取締役 京都府 京都市右京区

藤原　壮督

9. 機械機器（7.通信機器8.家庭電化製品9.空調・冷暖房機器）　18. 保守点検業務
（1.空調機器保守点検17.電気機器保守点検）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測
定等）

22. 検査・調査業務（2.臨床検査）

21. 企画・開発業務（5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソ
コン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器13.機械機器（建設用機械を除く））

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
10. 防災・防犯用品（3.防犯用品）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　23.
物品リース、レンタル（13.機械機器（建設用機械を除く））

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検7.OA機器保守点検）　21. 企画・開発業務
（3.各種ソフトウェア開発）

22. 検査・調査業務（7.通信システム調査）　33. その他（21.その他役務等）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）

18. 保守点検業務（14.施設保守管理・機能検査）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄
物収集運搬業務）　29. 水道業務（4.産業廃棄物処理業務）　32. 診療所業務（4.産
業廃棄物収集運搬業務）　33. その他（19.廃棄物処理21.その他役務等）

18. 保守点検業務（14.施設保守管理・機能検査）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄
物収集運搬業務）　29. 水道業務（4.産業廃棄物処理業務）　32. 診療所業務（4.産
業廃棄物収集運搬業務）　33. その他（19.廃棄物処理）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮
影）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営4.ホームページ開発等5.情報
処理・提供サービス6.映画・ビデオ製作8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世
論・アンケート調査）　33. その他（21.その他役務等）

24

25

26

27

28

21

22

29

30

23

丹生寺町字向山8-1

虎ノ門1-7-12

備後町2-6-8

加納栄町通7-30

大宮町1-1-32

広瀬台3丁目8番3

丸の内3-4-1

丸の内3-4-1

荒川7-19-1

テクノステージ2-3-28

西京極西池田町9-5　西京極駅前ビル6階

治田3598-12

予野字鉢屋4713
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社メディコムエイド 634-0844

代表取締役 奈良県 橿原市

長尾　光洋

株式会社あすか 638-0812

奈良県 吉野郡大淀町

畠山　三郎

株式会社メイエレック 456-0031

取締役社長 愛知県 名古屋市熱田区

清水　良一

株式会社両備システムズ 700-8504

代表取締役 岡山県 岡山市南区

松田　久

株式会社ぎじろくセンター 755-0192

代表取締役 山口県 宇部市

白井　義美

株式会社アイホー 442-8580

代表取締役社長 愛知県 豊川市

寺部　良洋

大阪支店 533-0013

支店長 大阪府 大阪市東淀川区

秋丸　裕

06-6328-1613 06-6329-7208

株式会社シティサービス 630-8114

代表取締役 奈良県 奈良市

赤川　義之

吉野支店 639-3125

支店長 奈良県 吉野郡大淀町

赤川　義之

0746-32-1070 0746-32-1580

富士産業株式会社 559-0034

代表取締役 大阪府 大阪市住之江区

栗田　隆志

エヌエス環境株式会社 105-0011

代表取締役 東京都 港区

浅野　幸雄

西日本支社 564-0062

支社長 大阪府 吹田市

片倉　宏雅

06-6310-6222 06-6310-7529

テラル株式会社 720-0003

代表取締役 広島県 福山市

菅田　博文

大阪支店 550-0004

支店長 大阪府 大阪市西区

若林　聡

06-7711-8883 06-7711-5554

23. 物品リース、レンタル（12.仮設物）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）

18. 保守点検業務（19.ポンプ・送風機等保守点検）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機
器）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　31. 診療所用医療用品（3.
医療器械）

25. 運送・運搬業務（1.運送業）　26. 人材派遣・代行業務（1.運行代行）

18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　5. 印刷・出版・製本・写真
（2.特殊印刷）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等
5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）

9. 機械機器（6.電気機器7.通信機器）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発
5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（13.機械機器（建設用機械
を除く））　24. 各種委託業務（2.会議録作成、速記、翻訳）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類2.厨房用品類3.洗剤類）

10. 防災・防犯用品（1.防災機器）　16. 清掃業務（1.日常清掃2.ガラス清掃3貯水
槽、受水槽清掃）　17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除）　18. 保守点検業務（1.空調機
器保守点検2.消防設備保守点検3.自家用電気工作物保守業務4.通信設備保守点
検5.駐車場設備保守点検6.自動ドア保守点検10.貯水槽・受水槽保守点検12.ボイ
ラー保守点検）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）　26. 人材派遣・代行業務
（2.人材派遣）

38

39

40

33

34

35

36

37

31

32

豊城2-7-16

大字西岐波1540-12

白鳥町防入60

桧垣本686-5

神宮4-3-36

土橋町540-3

芝公園1-2-9

垂水町2-36-27

御幸町大字森脇230

靭本町1-11-7　信濃橋三井ビルディング3階

豊里7-11-17

芝辻町3-8-21

北野130-10

南港北2-1-10
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社日立国際電気 105-8039

執行役社長 東京都 港区

佐久間　嘉一郎

関西支社 540-0001

支社長 大阪府 大阪市中央区

中原　修

06-6920-6320 06-6920-6326

岡村印刷工業株式会社 635-0143

代表取締役社長 奈良県 高市郡高取町

岡村　元嗣

株式会社日立国際八木ソリューションズ 187-8512

代表取締役 東京都 小平市

久富　裕之

関西支店 540-0001

支店長 大阪府 大阪市中央区

佐藤　実

06-6947-5931 06-6947-5932

協和テクノロジィズ株式会社 530-0016

代表取締役 大阪府 大阪市北区

十河　元太郎

大和不動産鑑定株式会社 550-0005

代表取締役 大阪府 大阪市西区

渡邊　茂雄

奈良支社 631-0821

奈良支社長 奈良県 奈良市

三和　浩

0742-36-2153 0742-36-2153

日本グリーンパックス株式会社 617-0835

代表取締役 京都府 長岡京市

山中　利一

株式会社アクセス 635-0816

代表取締役 奈良県 北葛城郡広陵町

湯地　健一

吉田機電株式会社 630-8001

代表取締役 奈良県 奈良市

高橋　敏彦

新日本法規出版株式会社 460-8455

代表取締役社長 愛知県 名古屋市中区

服部　昭三

540-0037

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区

服部　昭三

06-6942-5221 06-6943-7349

医療法人恵生会 579-8036

理事長 大阪府 東大阪市

堀内　真人
医療法人　恵生会　恵生会病院　健診部 579-8036

部長 大阪府 東大阪市

髙木　孝夫

072-982-5501 072-982-5502

9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本6.印刷物の企画・デザイン）　21. 企
画・開発業務（4.ホームページ開発等）

9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　33. その他
（20.その他物品21.その他役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.
通信機器）　18. 保守点検業務（2.消防設備保守点検4.通信設備保守点検）　22. 検
査・調査業務（7.通信システム調査）　28. 水道設備機器（2.制御機器）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画
策定）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）

5. 印刷・出版・製本・写真（2.特殊印刷）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開
発）　33. その他（20.その他物品21.その他役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（4.印章）　5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷4.出
版・製本6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（6.映画・ビデ
オ製作）　22. 検査・調査業務（5.埋蔵文化財発掘調査）

9. 機械機器（6.電気機器9.空調・冷暖房機器）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器2.
制御機器）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品）　5. 印刷・出版・製本・写真（1.印
刷2.特殊印刷4.出版・製本）　13. 地図・図書（2.図書（教育用図書を除く））　14. 貴
金属・工芸品（4.ギフト用品）　15. 教材・楽器・運動用品（3.楽器）　33. その他（20.そ
の他物品）

22. 検査・調査業務（2.臨床検査）

43

41

42

49

50

44

45

46

47

48

中崎1-2-23

西本町1-4-1

西大寺東町2-1-56

城の里10-9

城見2-2-22

車木215

回田町393

城見2-2-22

西新橋二丁目１５番１２号

栄1-23-20

内平野町2-1-12

鷹殿町20-29

鷹殿町7番4号

大字中139-8、141-4

法華寺町213-1
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

キステム株式会社 630-8241

代表取締役 奈良県 奈良市

井門　一美

奈良本社 630-8241

事業総括取締役 奈良県 奈良市

井門　英也

0742-22-1731 0742-27-2796

有限会社奈良環境調和研究所 633-0062

代表取締役 奈良県 桜井市

井上　俊之

綜合警備保障株式会社 107-8511

代表取締役 東京都 港区

青山　幸恭

奈良支社 630-8012

支社長 奈良県 奈良市

宗武　宏治

0742-34-7911 0742-34-2203

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 112-8560

代表取締役 東京都 文京区

牛島　祐之

関西支社 540-8551

支社長 大阪府 大阪市中央区

浅井　一成

06-6945-8710 06-6945-8703

シンレキ工業株式会社 144-0052

代表取締役社長 東京都 大田区

田中　正晴

関西営業所 632-0112

所長 奈良県 奈良市

茂呂　康輝

0743-84-0971 0743-84-0973

日産プリンス奈良販売株式会社 630-8141

代表取締役 奈良県 奈良市

大谷　進

コスモ電子通信株式会社 538-0034

代表取締役 大阪府 松原市

土橋　和美

株式会社　会議録研究所 162-0844

代表取締役 東京都 新宿区

妹尾　潤

株式会社コモンテック 950-0943

代表取締役 新潟県 新潟市中央区

鈴木　洋康

日本無線株式会社 181-0002

代表取締役取締役社長 東京都 三鷹市

荒　健次

関西支社 530-0001

支社長 大阪府 大阪市北区

田代　浩治

06-6344-1643 06-6344-1714

1. 建設・建築材料（2.セメント、アスファルト）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

8. 車両類（5.車両用品）　9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設
備保守点検）　33. その他（21.その他役務等）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷）　9. 機械機器（6.電気機器7.通信機器）　21. 企
画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処理・提供サー
ビス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類13.機械機器（建設用機械を除く））
24. 各種委託業務（2.会議録作成、速記、翻訳）

18. 保守点検業務（14.施設保守管理・機能検査）　33. その他（20.その他物品21.そ
の他役務等）

9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商
品）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処
理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類）
26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）

9. 機械機器（2.医療機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品3.防犯用
品）　18. 保守点検業務（2.消防設備保守点検）　20. 警備業務（1.警備員派遣2.機
械警備）　23. 物品リース、レンタル（4.医療機器）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア
開発）

52

粟殿1007-6

53

元赤坂1-6-6

二条大路南1-2-7

51

高天町10-1 T.T.ビル4階

高天町10-1 T.T.ビル4階

58

市谷八幡町16

59

女池神明2-3-12

56

南京終町2-290-1

57

天美西4-175-4

54

後楽2-6-1

城見1-4-24

55

蒲田5-38-1

針ヶ別所町147-1

60

牟礼六丁目２１番１１号

梅田3-4-5
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社ＴＫＣ 320-8644

代表取締役社長 栃木県 宇都宮市

角　一幸

南都リース株式会社 630-8131

代表取締役 奈良県 奈良市

松岡　弘樹

ベターメント 639-0214

奈良県 北葛城郡上牧町

福田　正一

東京法令出版株式会社 380-8688

代表取締役 長野県 長野市

星野　卓也

中央復建コンサルタンツ株式会社 533-0033

代表取締役社長 大阪府 大阪市東淀川区

兼塚　卓也

奈良営業所 630-8115

所長 奈良県 奈良市

冨元　靖洋

0742-35-9280 0742-35-9281

扶桑電通株式会社 104-0045

代表取締役 東京都 中央区

児玉　栄次

関西支店 530-0004

執行役員支店長 大阪府 大阪市北区

北　拓兒

06-6341-4001 06-6341-5680

光伸株式会社 538-0053

代表取締役社長 大阪府 大阪市鶴見区

川﨑　義徳

五條営業所 637-0093

所長 奈良県 五條市

宮﨑　映次

0747-23-5281 0747-23-5280

日本電気株式会社 108-8001

代表取締役執行役員社長 東京都 港区

新野　隆

奈良支店 630-8241

支店長 奈良県 奈良市

向井　徹

0742-26-1622 0742-26-1651
パナソニックシステムソリューソンズジャパン株式会社 104-0061

代表取締役社長 東京都 中央区

片倉　達夫

関西社 532-0003

社長 大阪府 大阪市淀川区

宮澤　俊樹

06-6150-9370 06-6150-9390

株式会社五星 767-0011

代表取締役 香川県 三豊市

武内　和俊

奈良事務所 636-0344

所長 奈良県 磯城郡田原本町

藤村　俊幸

0744-34-5015 0744-34-5016

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発）

23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器5.介護用品
類6.自動車8.建設用機械13.機械機器（建設用機械を除く））

1. 建設・建築材料（2.セメント、アスファルト）　7. 薬品類（3.消石灰他4.融雪剤）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本6.印刷物の企画・デザイン）　13. 地
図・図書（2.図書（教育用図書を除く））　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開
発7.試験問題製作8.各種計画策定）

21. 企画・開発業務（8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等4.世
論・アンケート調査）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検7.OA機器保守点検）　21. 企画・開発業務
（3.各種ソフトウェア開発）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）

18. 保守点検業務（13.プール施設保守点検14.施設保守管理・機能検査19.ポンプ・
送風機等保守点検）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.
通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検7.OA機器保守点検）　21. 企
画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処理・提供サー
ビス7.試験問題製作）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア
開発）

5. 印刷・出版・製本・写真（8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開
発8.各種計画策定）

64

南千歳町1005

65

東中島4-11-10

大宮町5-3-14

62

大森町52-1

63

上牧4116-6

61

鶴田町1758

70

高瀬町下勝間670-1

宮森100-55

68

芝5-7-1

高天町22-2

69

銀座8-21-1

宮原1-2-33

66

築地5-4-18

堂島浜2-1-9

67

鶴見6-9-26

田園5-53

7 / 28 ページ



平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社藤井書房 630-8131

代表取締役 奈良県 奈良市

藤井　敬子

ミドリ安全奈良株式会社 630-8453

代表取締役 奈良県 奈良市

忠内　敏也

株式会社かんこう 536-0006

代表取締役 大阪府 大阪市城東区

植村　冬樹

奈良支店 630-8115

支店長 奈良県 奈良市

松田　昌之

0742-34-4152 0742-34-4805

奈良トヨタ自動車株式会社 630-8357

代表取締役 奈良県 奈良市

菊池　攻

吉野店 638-0812

奈良県 吉野郡大淀町

小倉　大

0747-52-8601 0747-52-8603

株式会社城南工建 610-0113

代表取締役 京都府 城陽市

古瀬　善啓

八光海運株式会社 585-0002

代表取締役 大阪府 南河内郡河南町

足立　敏己

フジ地中情報株式会社 108-0022

代表取締役 東京都 港区

田村　典行

大阪支店 532-0011

支店長 大阪府 大阪市淀川区

関野　雄一

06-6305-6851 06-6305-6850

株式会社ジャクエツ 914-0125

代表取締役 福井県 敦賀市

徳本　達郎

奈良店 630-8122

店長 奈良県 奈良市

一森　栄次

0742-23-1311 0742-23-1312

ＮＴＴファイナンス株式会社 105-6791

代表取締役 東京都 港区

坂井　義清

京都支店 604-8171

支店長 京都府 京都市中京区

中澤　邦彦

075-254-5556 075-254-5528

株式会社第一興商 141-8701

代表取締役社長 東京都 品川区

保志　忠郊

奈良支店 630-8451

支店長 奈良県 奈良市

山根　浩誉

0742-62-5200 0742-62-6571

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く）2.消防用被服6.皮
革・ゴム・ビニール7.保安用品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（3.各種ソ
フトウェア開発）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調査）　29. 水道業務（5.配
管図作成）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

28. 水道設備機器（3.ろ過砂）

25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集運搬業務）　29. 水道業務（4.産業廃棄物処
理業務）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　29. 水道業務（5.配管図作成6.漏水
調査8.各種調査）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く））　4. 家具・室内装
飾品（1.家具類（事務用家具を除く））　15. 教材・楽器・運動用品（2.学校教育用品5.
遊具）

23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器8.建設用機
械13.機械機器（建設用機械を除く）16.防犯機器類）

9. 機械機器（6.電気機器8.家庭電化製品10.浸出水処理施設用備品）　10. 防災・防
犯用品（3.防犯用品）　23. 物品リース、レンタル（10.イベント用品）　24. 各種委託業
務（）　33. その他（20.その他物品）

7. 薬品類（2.衛生材料）　9. 機械機器（2.医療機器）　15. 教材・楽器・運動用品（1.
教育用図書2.学校教育用品3.楽器4.運動用品）

71

大森町21-1

76

大字一須賀453-1

77

海岸３丁目２０番２０号

西中島３丁目９番１２号

74

杉ヶ町30

桧垣本1040

75

中芦原27-1

72

西九条町2-11-7

73

野江1-12-8

大宮町3-2-39　サンコーポ新大宮

80

北品川5-5-26

北之庄町51-1

78

若葉町2-1770

三条本町3-20

79

港南一丁目2番70号

烏丸通御池下る虎屋町566-1
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

関西総合厨房 634-0045

奈良県 橿原市

佐藤　利光

株式会社日本開発研究所三重 514-0006

代表取締役 三重県 津市

庄司　勇木

株式会社アルティアセントラル 460-0008

代表取締役 愛知県 名古屋市中区

大石　宇多野

日成ビルド工業株式会社 920-0396

代表取締役 石川県 金沢市

森岡　篤弘

大阪支店 541-0043

支店長 大阪府 大阪市中央区

丸一　暢広

06-7669-8950 06-7669-8955

株式会社オーヤラックス 102-0083

代表取締役社長 東京都 千代田区

横尾　永二

大阪支店 530-0044

支店長 大阪府 大阪市北区

細野　誠司

06-6358-2291 06-6358-6539

一般社団法人日本家族計画協会 162-0843

理事長 東京都 新宿区

北村　邦夫

ＫＯＳネットワーク株式会社 632-0086

代表取締役 奈良県 天理市

福西　尚武

メタウォーター株式会社 101-0041

代表取締役社長 東京都 千代田区

中村　靖

西日本営業部 530-0018

部長 大阪府 大阪市北区

田沼　剛

06-7709-9503 06-7709-9528

株式会社リード 634-0006

代表取締役 奈良県 橿原市

上田　良成

有限会社信和消毒サービス 634-0004

取締役 奈良県 橿原市

乾　安晴

21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営）　23. 物品リース、レンタル（2.複
写機10.イベント用品12.仮設物13.機械機器（建設用機械を除く））　33. その他（2.看
板、標識、各種サイン）

16. 清掃業務（1.日常清掃2.ガラス清掃）　17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類2.厨房用品類）

21. 企画・開発業務（8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調
査）

26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）　33. その他（21.その他役務等）

23. 物品リース、レンタル（12.仮設物）

27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器2.制御
機器）

33. その他（20.その他物品）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類
13.機械機器（建設用機械を除く））

9. 機械機器（1.理化学機器6.電気機器）　18. 保守点検業務（3.自家用電気工作物
保守業務）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム2.ポリ塩化アルミニウム4.活
性炭）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器2.制御機器3.ろ過砂4.水道資材）

82

広明町121-2

83

栄1-29-29

81

石川町450-24

88

神田須田町1-25

小松原町2-4　大阪富国生命ビル

89

新賀町202-4

86

市谷田町1-10　保健会館新館

87

庵治町295-2

84

金石北3-16-10

高麗橋4-5-2　高麗橋ウエストビル6階

85

麹町1-6-2

東天満2-9-1

90

木原町20-9

9 / 28 ページ



平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

西岡総合印刷株式会社 640-8324

代表取締役 和歌山県 和歌山市

石橋　英二

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 174-0043

代表取締役 東京都 板橋区

勝丸　泰志

営業本部関西支店 550-0001

支店長 大阪府 大阪市西区

足立　孝之

06-6225-0390 06-6225-0394

株式会社ボーダーリンク 330-0844

代表取締役 埼玉県 さいたま市大宮区

安井　康真

有限会社古山厨房 635-0071

代表取締役 奈良県 大和高田市

古山　剛

株式会社ジオテクノ関西 662-0911

代表取締役 兵庫県 西宮市

宮川　嘉隆

大阪営業所 530-6029

所長 大阪府 大阪市北区

田淵　文雄

06-4801-0230 06-4801-0240

日本キャタピラー合同会社 164-0012
代表社員　キャタピラーウエストジャパ株式会社　職務執行者 東京都 中野区

矢口　教

奈良営業所 638-0812

奈良営業所長 奈良県 吉野郡大淀町

宮武　登志男

0747-52-8651 0747-52-8654

株式会社日本出版 601-8203

代表取締役 京都府 京都市南区

藤原　壮督

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 143-0023

代表取締役 東京都 大田区

山岸　高広

株式会社ＣＲＥＡＴＥ 634-0003

奈良県 橿原市

前芝　孝彦

株式会社南都興産 639-2272

代表取締役 奈良県 御所市

谷　マリ子

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷2.特殊印刷3.地図印刷4.出版・製本）　21. 企画・
開発業務（4.ホームページ開発等）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）　33. その他（21.その他役務等）

24. 各種委託業務（2.会議録作成、速記、翻訳）　26. 人材派遣・代行業務（2.人材
派遣）　33. その他（21.その他役務等）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類2.厨房用品類3.洗剤類）　33. その他（21.その
他役務等）

5. 印刷・出版・製本・写真（2.特殊印刷3.地図印刷4.出版・製本5.複写8.写真撮影）
21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処理・提
供サービス）

8. 車両類（5.車両用品）　9. 機械機器（5.工業産業機器）　19. 車両点検整備（4.重
機）　23. 物品リース、レンタル（8.建設用機械）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮
影）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営4.ホームページ開発等6.映
画・ビデオ製作8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調査）
33. その他（20.その他物品）

9. 機械機器（7.通信機器）　24. 各種委託業務（3.福祉・介護・保健サービス）

8. 車両類（1.自動車5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車）　33. その他（2.看
板、標識、各種サイン）

16. 清掃業務（4浄化槽清掃）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集運搬業務）
33. その他（1.雑貨品13.リサイクル業19.廃棄物処理）

94

築山679

95

池田町12-20

天満橋1-8-30　OAPタワー29F

92

坂下1-19-1

土佐堀2-2-17

93

下町2-16-1　ACROSS 8階

91

吹屋町５丁目５４番地

100

大字蛇穴406-1

98

山王1-3-5

99

常磐町340-2

96

本町1-32-2

桧垣本667-1

97

久世築山町99
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

沖ウィンテック株式会社 140-8688

取締役社長 東京都 品川区

畠山　俊也

関西支店 541-0053

支店長 大阪府 大阪市中央区

中川　浩一

06-6266-7700 06-6266-7707

富士通株式会社 211-8588

代表取締役社長 神奈川県 川崎市中原区

田中　達也

奈良支店 630-8115

支店長 奈良県 奈良市

中西　祐仁

0742-27-7901 0742-27-7902

株式会社エコ・テクノ 536-0006

代表取締役 大阪府 大阪市城東区

武藤　正幸

枚方支店 573-0171

支店長 大阪府 枚方市

高原　久

072-864-1623 072-857-7637

東海リース株式会社 530-0041

代表取締役 大阪府 大阪市北区

塚本　博亮

大阪支店 530-0041

支店長 大阪府 大阪市北区

茶谷　靖雄

06-6352-0011 06-6351-3363

株式会社トキト 599-8238

代表取締役 大阪府 堺市中区

時任　一徳

株式会社京都イングス 625-0035

代表取締役 京都府 舞鶴市

吉永　豊一

大阪支社 536-0006

支社長 大阪府 大阪市城東区

小林　賢

06-6167-9380 06-6167-9381

株式会社ゼンリン 803-8630

代表取締役 福岡県 北九州市小倉北区

高山　善司

奈良営業所 630-8141

所長 奈良県 奈良市

小薮　重広

0742-64-3622 0742-64-3621

東邦薬品株式会社 155-8655

代表取締役 東京都 世田谷区

枝廣　弘巳

奈良営業所 630-8445

奈良営業部長 奈良県 奈良市

北村　貴史

0742-61-2600 0742-61-6717

有限会社スケープテクチャー 636-0051

代表取締役 奈良県 北葛城郡河合町

田畑　三治

環境テクノス株式会社 612-8469

代表取締役 京都府 京都市伏見区

武藤　大志郎

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（3.各種ソ
フトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処理・提供サービス）

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷6.印刷物の企画・デザイン）　13. 地図・図書
（1.地図）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）
22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調査）

31. 診療所用医療用品（1.医療用ガス・材料等2.医療用薬品3.医療器械）

7. 薬品類（5.防疫、防除剤）　9. 機械機器（5.工業産業機器）　15. 教材・楽器・運動
用品（4.運動用品）　16. 清掃業務（8.除草）　17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除）　23.
物品リース、レンタル（11.植物等）　33. その他（3.園芸用品）

16. 清掃業務（3貯水槽、受水槽清掃7.道路清掃）　18. 保守点検業務（10.貯水槽・
受水槽保守点検）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）　25. 運送・運搬業務（3.産業
廃棄物収集運搬業務）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水
池清掃）

9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）

16. 清掃業務（3貯水槽、受水槽清掃7.道路清掃）　18. 保守点検業務（10.貯水槽・
受水槽保守点検）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）　25. 運送・運搬業務（3.産業
廃棄物収集運搬業務）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水
池清掃）

9. 機械機器（9.空調・冷暖房機器）　23. 物品リース、レンタル（2.複写機12.仮設物）

16. 清掃業務（3貯水槽、受水槽清掃4浄化槽清掃7.道路清掃9公園清掃・トイレ清
掃）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集運
搬業務）

101

北品川1-19-4

本町3-4-8

106

大字溝尻小字越行1110

野江1-12-19　３階

107

室町1-1-1

南京終町3-1538-4

104

天神橋2丁目北2-6

天神橋2丁目北2-6

105

土師町4-5-17

102

上小田中4-1-1

大宮町1-1-15　ニッセイ奈良駅前ビル

103

野江2-17-13

北山1-54-55

110

中島河原田町30

108

代沢５丁目２番１号

池田町２１０番地4

109

川合490
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

近鉄ケーブルネットワーク株式会社 630-0213

取締役社長 奈良県 生駒市

桑原　克仁

株式会社ＧＥО ソリューションズ 663-8243

代表取締役 兵庫県 西宮市

藤井　達司

サンテクノサービス株式会社 530-0054

代表取締役 大阪府 大阪市北区

福地　京子

株式会社アサヒ広告社 638-0041

代表取締役 奈良県 吉野郡下市町

冨士川　拓也

愛知時計電機株式会社 456-8691

取締役社長 愛知県 名古屋市熱田区

星加　俊之

大阪支店 532-0032

執行役員支店長 大阪府 大阪市淀川区

中水　健二

06-6305-9051 06-6305-9061

横手産業株式会社 532-0011

代表取締役 大阪府 大阪市淀川区

横手　政英

Ｇ．Ｓスポーツ 639-2206

奈良県 御所市

辻川　準一

栄和建設株式会社 639-2154

代表取締役 奈良県 葛城市

小南　重雄

アルフレッサ株式会社 101-0047

代表取締役 東京都 千代田区

増永　孝一

奈良南支店 639-2113

支店長 奈良県 葛城市

沖原　正和

0745-69-5771 0745-69-7555

株式会社日本選挙センター 101-0051

代表取締役 東京都 千代田区

中村　公英

9. 機械機器（7.通信機器）　21. 企画・開発業務（4.ホームページ開発等）　23. 物品
リース、レンタル（13.機械機器（建設用機械を除く））　33. その他（21.その他役務
等）

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷8.写真撮影）　33. その他（21.その他役務等）

29. 水道業務（1.施設運転）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベ
ント運営）　23. 物品リース、レンタル（12.仮設物）　33. その他（2.看板、標識、各種
サイン）

9. 機械機器（1.理化学機器）　28. 水道設備機器（5.量水器）

9. 機械機器（1.理化学機器）　27. 水道薬品類（）　28. 水道設備機器（2.制御機器4.
水道資材）　29. 水道業務（1.施設運転）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　14. 貴金属・工芸品（3.バッチ、カップ4.
ギフト用品）　15. 教材・楽器・運動用品（2.学校教育用品4.運動用品5.遊具）　17.
害虫駆除業務（2.鳥獣害防除）　18. 保守点検業務（18.公園遊具等保守点検）

25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集運搬業務）　33. その他（19.廃棄物処理）

12. 介護機器（2.介護機器）　31. 診療所用医療用品（1.医療用ガス・材料等2.医療
用薬品3.医療器械）

33. その他（9.選挙用計数機器、投票機器）

112

津門大箇町2-23

113

南森町2-4-32

111

東生駒1-5

118

兵家261

119

内神田1-12-1

北花内260

116

西中島4-2-21

117

竹田26-10

114

大字下市84

115

千年1-2-70

三津屋北2-22-5

120

神田神保町1-34
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社南大阪電子計算センター 597-0073

代表取締役 大阪府 貝塚市

宇治　保

奈良支社 639-2143

取締役支社長 奈良県 葛城市

宇治　保

0745-69-1200 0745-69-1209

西日本電信電話株式会社 540-8511

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区

村尾　和俊

奈良支店 630-8236

支店長 奈良県 奈良市

大野　昇

0742-22-7856 0742-22-3042

株式会社松本コンサルタント 770-0811

代表取締役 徳島県 徳島市

松本　祐一

奈良支店 632-0251

支店長 奈良県 奈良市

松本　光男

0743-82-1891 0743-82-1891

上田書店 638-0821

奈良県 吉野郡大淀町

上田　啓明

長野ポンプ株式会社 920-0841

代表取締役 石川県 金沢市

長野　幸浩

大阪営業所 564-0051

所長 大阪府 吹田市

濱　康則

06-6330-7510 06-6330-7512

有限会社阪田モータース 637-0230

奈良県 五條市

阪田　龍昭

日清医療食品株式会社 100-6420

代表取締役社長 東京都 千代田区

菅井　正一

近畿支店 604-8171

支店長 京都府 京都市中京区

田中　伴治

075-231-5100 075-231-4714

株式会社　俵本書店 638-0821

奈良県 吉野郡大淀町

南　翔太

関西電力株式会社 530-8270

代表取締役 大阪府 大阪市北区

岩根　茂樹

奈良営業部 630-8548

奈良営業部長 奈良県 奈良市

田中　正

0742-27-8214 0742-27-8940

太陽企業株式会社 639-3128

代表取締役 奈良県 吉野郡大淀町

川崎　勝也

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　18. 保守点検業務（7.OA
機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　23. 物品リース、レ
ンタル（1.パソコン類）

13. 地図・図書（1.地図2.図書（教育用図書を除く））　15. 教材・楽器・運動用品（1.教
育用図書2.学校教育用品）　33. その他（4.金券等）

8. 車両類（4.特殊車両）　9. 機械機器（2.医療機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機
器）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

24. 各種委託業務（4.給食調理業務）　33. その他（5.食料品（給食用材料を含む）6.
弁当）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商品
4.印章5.紙類）　4. 家具・室内装飾品（1.家具類（事務用家具を除く）2.室内装飾品4.
衛生用品）　9. 機械機器（6.電気機器8.家庭電化製品9.空調・冷暖房機器）　10. 防
災・防犯用品（2.防災用品3.防犯用品）　11. 厨房機器・用品類（3.洗剤類）　14. 貴
金属・工芸品（3.バッチ、カップ4.ギフト用品）　15. 教材・楽器・運動用品（3.楽器4.運
動用品）　23. 物品リース、レンタル（2.複写機）　33. その他（1.雑貨品4.金券等）

6. 燃料・油脂類（4.電気）

16. 清掃業務（4浄化槽清掃）　18. 保守点検業務（11.浄化槽保守点検）　25. 運送・
運搬業務（3.産業廃棄物収集運搬業務）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、
ろ過池清掃、配水池清掃）　33. その他（21.その他役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器）　9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点
検業務（4.通信設備保守点検5.駐車場設備保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種
ソフトウェア開発）

124

下渕158

125

浅野本町ロ145

豊津町1-31　由武ビル５階Ｃ号室

122

馬場町3-15

下三条町1-1

123

東吉野町2-24-6

針町713-1

121

脇浜4-2-22

南道穂74-1

130

大字比曽１６０６番地

128

大字下渕234-1

129

中之島3-6-16

大森町48

126

西吉野町城戸709

127

丸の内2-7-3

烏丸通御池下る虎屋町566-1井門明治安田生命ビル7F
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

日本機械工業株式会社 104-0044

代表取締役 東京都 中央区

高田　立雄

大阪営業所 541-0057

所長 大阪府 大阪市中央区

小椋　敏行

06-6263-2990 06-6263-2991

株式会社ニッコク 106-0032

代表取締役 東京都 港区

御法川　法男

関西支店 649-6222

支店長 和歌山県 岩出市

吉田　幸司

0736-61-3259 0736-61-3029

アジア航測株式会社 160-0023

代表取締役 東京都 新宿区

小川　紀一朗

奈良営業所 630-8115

所長 奈良県 奈良市

服部　邦彦

0742-30-3225 0742-30-3226

都築テクノサービス株式会社 105-0022

代表取締役社長 東京都 港区

安藤　始

奈良支店橿原営業所 634-0078

所長 奈良県 橿原市

北垣内　堅也

0744-23-4817 0744-23-5035

株式会社日立システムズ 141-8672

代表取締役　取締役社長 東京都 品川区

北野　昌宏

関西支社 530-0004

執行役員　関西支社長 大阪府 大阪市北区

石澤　俊一

050-3163-7817 06-6344-3240

関西レコードマネジメント株式会社 530-0004

代表取締役 大阪府 大阪市北区

岡本　有

有限会社南都商工 630-8424

代表取締役 奈良県 奈良市

榧木　勝祥

有限会社カヤキ 630-8424

代表取締役 奈良県 奈良市

榧木　勝祥

国際航業株式会社 102-0085

代表取締役社長 東京都 千代田区

土方　聡

奈良営業所 630-8115

所長 奈良県 奈良市

高須　輝基

0742-93-3222 0742-36-8668

大和巽薬品商会 635-0077

奈良県 大和高田市

中垣　弘一
7. 薬品類（3.消石灰他4.融雪剤）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム2.ポリ
塩化アルミニウム4.活性炭7.その他薬品類）

8. 車両類（4.特殊車両）

28. 水道設備機器（5.量水器）

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（3.各種ソ
フトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（1.
空気環境測定等7.通信システム調査）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.
通信機器）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　23. 物品リース、レンタ
ル（1.パソコン類2.複写機）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（17.電気機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェ
ア開発5.情報処理・提供サービス）　26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフ
トウェア開発）　24. 各種委託業務（9.文書管理業務）　33. その他（21.その他役務
等）

7. 薬品類（4.融雪剤）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

7. 薬品類（3.消石灰他4.融雪剤）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム2.ポリ
塩化アルミニウム4.活性炭）

5. 印刷・出版・製本・写真（3.地図印刷6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮影）　6.
燃料・油脂類（4.電気）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発8.各種計画策
定）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等4.世論・アンケート調査7.通信システム
調査）　29. 水道業務（5.配管図作成8.各種調査）

131

明石町6-4

北久宝寺町2-2-13

136

堂島浜１丁目４番４号

137

古市町1660-9

134

海岸1-11-1

八木町1-5-30

135

大崎1-2-1

堂島浜1-2-1

132

六本木6-17-1

岡田998-1

133

西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル

大宮町5-3-14　不動ビル

140

大字池田489-6

138

古市町1660-9

139

六番町2

大宮町6-2-10　奈良タカタニビル301
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

富士通ネットワークソリューシンズ株式会社 220-8711

代表取締役社長 神奈川県 横浜市西区

岡平　司

関西支店 550-0002

関西支店長 大阪府 大阪市西区

小嶋　秀昭

06-4300-5764 06-4803-8124

大和リース株式会社 540-0011

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

森田　俊作

奈良支店 631-0844

支店長 奈良県 奈良市

大林　徳丈

0742-52-8311 0742-51-1858

株式会社アート 583-0863

代表取締役 大阪府 羽曳野市

武田　豊

奈良支店 630-8114

支店長 奈良県 奈良市

東口　恭子

0742-36-4575 0742-36-4576

神戸綜合速記株式会社 650-0012

代表取締役 兵庫県 神戸市中央区

藤岡　伸行

株式会社カギオカ 636-0298

代表取締役 奈良県 磯城郡田原本町

鍵岡　種彦

富士ゼロックス大阪株式会社 541-0042

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

渡邊　康彦

奈良支社 630-8115

支社長 奈良県 奈良市

阪口　康博

0742-27-7801 0742-27-7159

株式会社グリーンエコ 542-0081

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

篠田　綾美

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 530-0011

代表取締役社長 大阪府 大阪市北区

上原　一郎

関西支店 550-0011

取締役関西支店長 大阪府 大阪市西区

谷口　裕昭

06-6105-4741 06-6377-8033

有限会社ＯＭＫ 542-0081

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

岡村　雅明

リコーリース株式会社 135-8518

代表取締役 東京都 江東区

瀬川　大介

関西支社 530-0004

支社長 大阪府 大阪市北区

上園　泰浩

06-4799-4400 06-4799-4402

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器）　9. 機械機器（7.通信機器）　18. 保守点
検業務（1.空調機器保守点検4.通信設備保守点検17.電気機器保守点検）　21. 企
画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）

23. 物品リース、レンタル（6.自動車12.仮設物）

22. 検査・調査業務（5.埋蔵文化財発掘調査）　23. 物品リース、レンタル（8.建設用
機械）　26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）　33. その他（21.その他役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品）　5. 印刷・出版・製本・写真（1.印
刷4.出版・製本）　9. 機械機器（6.電気機器）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェ
ア開発）　24. 各種委託業務（2.会議録作成、速記、翻訳）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商
品）　9. 機械機器（8.家庭電化製品）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　18. 保守点検
業務（7.OA機器保守点検）　23. 物品リース、レンタル（2.複写機）

21. 企画・開発業務（5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業
務（1.空気環境測定等4.世論・アンケート調査）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）

21. 企画・開発業務（5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業
務（1.空気環境測定等4.世論・アンケート調査）

23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器6.自動車）

142

農人橋2-1-36

宝来町954-1

143

蔵之内583-1

芝辻町4-1-9

141

高島1-1-2

江戸堀1-5-16

148

大深町3-1

阿波座2-1-11

149

南船場1-17-11　上野BRビル

146

今橋2-5-8

大宮町1-1-15

147

南船場一丁目17番11号上野ＢＲビル

144

北長狭通4-3-8

145

大字阪手658-1

150

東雲1-7-12

堂島浜2-2-28
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社黒松商会 636-0154

代表取締役 奈良県 生駒郡斑鳩町

黒松　龍一

有限会社みなとテント工業 638-0821

代表取締役 奈良県 吉野郡大淀町

和田　邦儀

トヨタカローラ奈良株式会社 630-8141

代表取締役 奈良県 奈良市

菊池　攻

五條店 637-0003

店長 奈良県 五條市

西川　誠司

0747-24-2571 0747-25-2295

セコム株式会社 150-0001

代表取締役社長 東京都 渋谷区

中山　泰男

トヨタエルアンドエフ奈良株式会社 636-0226

代表取締役 奈良県 磯城郡田原本町

菊池　攻

株式会社ウヤマ 630-8115

代表取締役 奈良県 奈良市

鵜山　靖男

合同会社ASABA 636-0344

奈良県 磯城郡田原本町

浅羽　一哉

税理士法人森田会計事務所 630-8247

奈良県 奈良市

森田　務

株式会社トヨタレンタリース奈良 630-8357

代表取締役 奈良県 奈良市

菊池　攻

635-0026

奈良県 大和高田市

大西　俊紀

0745-23-0150 0745-23-8880

ニックサービス株式会社 552-0003

代表取締役 大阪府 大阪市港区

北爪　誠

5. 印刷・出版・製本・写真（2.特殊印刷）　9. 機械機器（6.電気機器）　18. 保守点検
業務（8.音響設備保守点検）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営）
23. 物品リース、レンタル（12.仮設物）　24. 各種委託業務（6.舞台管理委託業務）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　33. その他（21.その他役
務等）

23. 物品リース、レンタル（6.自動車）

21. 企画・開発業務（5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リース、レンタル（1.パソ
コン類2.複写機13.機械機器（建設用機械を除く））　33. その他（20.その他物品21.
その他役務等）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（2.消防用被服）　8. 車両類（4.特殊車両）
10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品）　18. 保守点検業務（2.消防設備保守
点検）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベ
ント運営）　23. 物品リース、レンタル（12.仮設物）　33. その他（2.看板、標識、各種
サイン）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

9. 機械機器（2.医療機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品3.防犯用
品）　18. 保守点検業務（2.消防設備保守点検10.貯水槽・受水槽保守点検11.浄化
槽保守点検）　20. 警備業務（2.機械警備）　23. 物品リース、レンタル（4.医療機器）

9. 機械機器（5.工業産業機器9.空調・冷暖房機器）　19. 車両点検整備（4.重機）
23. 物品リース、レンタル（8.建設用機械13.機械機器（建設用機械を除く））　33. そ
の他（20.その他物品）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　14. 貴金属・工芸品（3.バッチ、カップ）
15. 教材・楽器・運動用品（4.運動用品5.遊具）

154

神宮前1-5-1

155

大字唐古296-1

152

下渕55-2

153

南京終町2-269

今井5-5-1

151

龍田西2-1-34

160

磯路２丁目２２番１号

158

油阪町456　第二森田ビル4階

159

杉ケ町31

神楽67-1

156

大宮町6-4-11

157

宮森100-135
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社ほくつう 920-8515

代表取締役社長 石川県 金沢市

嶋田　泰嗣

関西支店 520-2134

支店長 滋賀県 大津市

平井　一禎

077-543-1113 077-572-5123

小川ポンプ工業株式会社 558-0056

代表取締役 大阪府 大阪市住吉区

小河　元

オリジナル設計株式会社 151-0062

代表取締役社長 東京都 渋谷区

菅　伸彦

奈良営業所 631-0062

所長 奈良県 奈良市

大東　達也

0742-53-0515 0742-53-0516

佐原自動車株式会社 634-0041

代表取締役 奈良県 橿原市

佐原　欣子

株式会社アド近鉄 543-0071

取締役社長 大阪府 大阪市天王寺区

田中　秀育

奈良支店 630-8241

支店長 奈良県 奈良市

磯田　稔次

0742-23-3157 0742-23-7768

ミズノスポーツサービス株式会社 559-8510

代表取締役 大阪府 大阪市住之江区

田中　勝次

株式会社イムラ封筒 540-0026

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区

井村　優

情報システム事業部 639-2111

事業部長 奈良県 葛城市

池田　登

0745-69-1511 0745-69-1611

株式会社長大 103-0014

代表取締役社長 東京都 中央区

永冶　泰司

奈良事務所 636-0822

所長 奈良県 生駒郡三郷町

細川　剛志

0745-31-6545 0745-31-6546

ナインスリー株式会社 665-0015

代表取締役 兵庫県 宝塚市

木部　勇一

株式会社データホライゾン 733-0834

代表取締役 広島県 広島市西区

内海　良夫

9. 機械機器（6.電気機器7.通信機器8.家庭電化製品）　10. 防災・防犯用品（1.防災
機器2.防災用品3.防犯用品）　15. 教材・楽器・運動用品（2.学校教育用品）　18. 保
守点検業務（2.消防設備保守点検4.通信設備保守点検8.音響設備保守点検17.電
気機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　22. 検査・調査
業務（7.通信システム調査）

8. 車両類（4.特殊車両）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画
策定）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）　29. 水道業務（8.各種調査）

21. 企画・開発業務（9.旅行代理店業）　25. 運送・運搬業務（1.運送業）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷2.特殊
印刷3.地図印刷4.出版・製本5.複写6.印刷物の企画・デザイン7.カード作成8.写真
撮影）　13. 地図・図書（2.図書（教育用図書を除く））　14. 貴金属・工芸品（3.バッ
チ、カップ4.ギフト用品）　20. 警備業務（1.警備員派遣）　21. 企画・開発業務（1.広
告、企画、イベント運営4.ホームページ開発等6.映画・ビデオ製作8.各種計画策定）
22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調査）　33. その他（2.看板、標識、各種サイ
ン20.その他物品）

24. 各種委託業務（）　33. その他（21.その他役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発
業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等）

1. 建設・建築材料（5.諸材料）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報
処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調
査）　33. その他（21.その他役務等）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮影）　21. 企
画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営4.ホームページ開発等6.映画・ビデオ製
作）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.
情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（3.レセプト点検）
33. その他（21.その他役務等）

161

問屋町1-65

瀬田6-3-19

166

南港北1-12-35

167

内本町2-1-13

柿本63-1

164

和田町18-11

165

生玉町３番１０号

高天町38-3

162

万代東1-5-22

163

元代々木町30-13

帝塚山1-13-16

170

草津新町１丁目２１番３５号　広島ミクシス・ビル

168

日本橋蠣殻町1-20-4

立野南2丁目10番17号

169

光ガ丘1-3-22
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

共同精版印刷株式会社 630-8013

代表取締役 奈良県 奈良市

近東　宏佳

奈良テレビ放送株式会社 630-8575

代表取締役社長 奈良県 奈良市

長岡　雅美

大阪ガスセキュリティサービス株式会社 532-0024

代表取締役社長 大阪府 大阪市淀川区

増田　誠

シャープファイナンス株式会社 541-0052

取締役社長 大阪府 中央区

槌矢　剛

大阪支店 541-0052

支店長 大阪府 大阪市中央区

伊藤　透

06-4964-6410 06-4964-6411

株式会社ＫＢＳ 635-0025

代表取締役 奈良県 大和高田市

寺嶋　圭一

ダイヤコスモ株式会社 633-0048

代表取締役 奈良県 桜井市

吉川　清好

株式会社ウォーターテック 108-0023

代表取締役 東京都 港区

早坂　克浩

関西支店 550-0013

支店長 大阪府 大阪市西区

比江嶋　祐一

06-7653-8941 06-7653-7354

有限会社今井道路標識 639-2137

代表取締役 奈良県 葛城市

渡邉　恵

株式会社アスコ大東 541-0054

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

番上　正人

奈良支社 634-0813

支社長 奈良県 橿原市

保宗　卓

0744-21-0041 0744-21-0031

シマ産商株式会社 632-0094

代表取締役 奈良県 天理市

天白　房男

23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機3.印刷機類4.医療機器13.機械機器
（建設用機械を除く）16.防犯機器類）

16. 清掃業務（1.日常清掃2.ガラス清掃3貯水槽、受水槽清掃5.ボイラー清掃6.プー
ル清掃7.道路清掃8.除草9公園清掃・トイレ清掃）　17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除）
18. 保守点検業務（1.空調機器保守点検2.消防設備保守点検3.自家用電気工作物
保守業務4.通信設備保守点検5.駐車場設備保守点検6.自動ドア保守点検10.貯水
槽・受水槽保守点検11.浄化槽保守点検12.ボイラー保守点検14.施設保守管理・機
能検査17.電気機器保守点検）　20. 警備業務（1.警備員派遣）　22. 検査・調査業務
（1.空気環境測定等）　23. 物品リース、レンタル（9.マット類衛生器材類）　26. 人材
派遣・代行業務（2.人材派遣）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く）6.皮革・ゴム・ビニー
ル）　9. 機械機器（6.電気機器9.空調・冷暖房機器）　11. 厨房機器・用品類（1.厨房
機器類2.厨房用品類3.洗剤類）　18. 保守点検業務（1.空調機器保守点検17.電気
機器保守点検）　33. その他（1.雑貨品）

27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器）　29.
水道業務（3.計測機器保守点検）

1. 建設・建築材料（2.セメント、アスファルト）　2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製
品（7.保安用品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）　33. その他（2.看板、標識、各
種サイン）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画
策定）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）　29. 水道業務（5.配管図作成6.漏水調査
8.各種調査）

1. 建設・建築材料（1.鋼材2.セメント、アスファルト3.骨材）　33. その他（2.看板、標
識、各種サイン）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本6.印刷物の企画・デザイン）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷）　9. 機械機器（7.通信機器）　21. 企画・開発業務
（1.広告、企画、イベント運営6.映画・ビデオ製作）　26. 人材派遣・代行業務（2.人材
派遣）

9. 機械機器（2.医療機器）　20. 警備業務（2.機械警備）

172

法連佐保山3-1-11

173

十三本町3-6-35

171

三条大路2-2-6

178

南藤井113-12

179

南本町3-6-14

四条町279-1

176

生田1003

177

芝浦3-16-1

新町2-20-6

174

安土町２丁目3-13大阪国際ビルディング

安土町２丁目3-13大阪国際ビルディング

175

神楽3-11-9

180

前栽町307
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

こまどりケーブル株式会社 630-0213

代表取締役社長 奈良県 生駒市

桑原　克仁

株式会社富士通ゼネラル 213-8502

代表取締役 神奈川県 川崎市高津区

斎藤　悦郎

近畿情報通信ネックワーク営業部 580-0004

部長 大阪府 松原市

浅井　茂樹

072-333-9000 072-333-9966

株式会社若草商事 630-8424

代表取締役 奈良県 奈良市

長田　雅三

株式会社松阪電子計算センター 515-0006

代表取締役 三重県 松阪市

熊﨑　孝

株式会社ナカジマ 577-0802

代表取締役 大阪府 東大阪市

中嶋　寛

日本ドライケミカル株式会社 135-0091

代表取締役 東京都 港区

遠山　榮一

大阪支店 532-0004

大阪支店長 大阪府 大阪市淀川区

中川　信夫

06-6399-3344 06-6399-5100

奈良ＯＡシステム株式会社 635-0001

代表取締役 奈良県 大和高田市

松本　知

株式会社ウエダ 639-2155

奈良県 葛城市

植田　紀一

住友三井オートサービス株式会社 163-1434

東京都 新宿区

露口　章

近畿圏ネットワーク営業部 541-0041

大阪府 大阪市中央区

高田　雅夫

06-6204-1085 06-6204-1213

ニチレキ株式会社 102-8222

代表取締役 東京都 千代田区

小幡　学

奈良営業所 632-0098

所長 奈良県 天理市

中瀬　吉行

0743-68-3410 0743-68-3430

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器
8.家庭電化製品）

9. 機械機器（6.電気機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）

7. 薬品類（3.消石灰他4.融雪剤）　8. 車両類（4.特殊車両）　10. 防災・防犯用品（2.
防災用品）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム2.ポリ塩化アルミニウム4.活
性炭7.その他薬品類）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　5. 印刷・出版・製本・写真
（2.特殊印刷）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サー
ビス）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く）2.消防用被服6.皮
革・ゴム・ビニール7.保安用品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）

8. 車両類（4.特殊車両）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商品
4.印章5.紙類）　8. 車両類（5.車両用品）　9. 機械機器（4.写真器材6.電気機器7.通
信機器8.家庭電化製品9.空調・冷暖房機器）　18. 保守点検業務（7.OA機器保守点
検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等）　23. 物品
リース、レンタル（2.複写機3.印刷機類）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品）

23. 物品リース、レンタル（6.自動車）

1. 建設・建築材料（2.セメント、アスファルト）

184

石津町字地蔵裏353-1

185

小阪本町2-13-17

182

末長3-3-17

西野々2-1-45

183

古市町1354

181

東生駒1-70-1

190

九段北4-3-29

南六条元柳生生方86-1

188

竹内443

189

西新宿3-20-2

北浜4-5-33

186

台場2-3-1

西宮原1-4-13

187

大字松塚755-1
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

第一法規株式会社 107-8560

代表取締役社長 東京都 港区

田中　英弥

国土情報開発株式会社 154-8530

代表取締役社長 東京都 世田谷区

羽田　寛

株式会社フジマック 105-0004

代表取締役 東京都 港区

熊谷　俊範

大阪中央営業所 546-0002

所長 大阪府 大阪市東住吉区

篠崎　義文

06-4301-8920 06-4301-8924

奈良日産自動車株式会社 639-1042

代表取締役 奈良県 大和郡山市

大賀　正信

奈良店法人営業課 630-8115

課長 奈良県 奈良市

池田　昌浩

0742-33-1126 0742-33-1024

ニシム電子工業株式会社 812-8539

代表取締役社長 福岡県 福岡市博多区

小野　丈夫

大阪支店

支店長 大阪府 大阪市淀川区

寺尾　篤哉

06-6305-2461 06-6305-2545

株式会社モリタ 669-1339

代表取締役社長 兵庫県 三田市

尾形　和美

関西支店 669-1339

支店長 兵庫県 三田市

合田　務

079-568-7970 079-568-7971

有限会社アイ・エヌ・ジー 639-3125

奈良県 吉野郡大淀町

石橋　裕治

有限会社角商会 599-8261

代表取締役 大阪府 堺市中区

船越　雅也

永井設備 638-0811

奈良県 吉野郡大淀町

永井　毅

株式会社虹映社 525-0023

代表取締役 滋賀県 草津市

川口　行雄

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷4.出版・製本）　13. 地図・図書（2.図書（教育用図
書を除く））　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　33. その他（21.その他
役務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品3パソコン及び関連商品）　21. 企
画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）　23. 物品リー
ス、レンタル（1.パソコン類）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（1.理化学機
器6.電気機器7.通信機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器）

8. 車両類（4.特殊車両）　10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品）

9. 機械機器（6.電気機器8.家庭電化製品9.空調・冷暖房機器）　12. 介護機器（1.介
護用品2.介護機器）　16. 清掃業務（8.除草）

27. 水道薬品類（4.活性炭）　28. 水道設備機器（3.ろ過砂）

28. 水道設備機器（4.水道資材5.量水器）　29. 水道業務（1.施設運転7.量水器業
務）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水池清掃）　33. その
他（17.小規模修繕（管関係））

21. 企画・開発業務（6.映画・ビデオ製作）

191

南青山2-11-17

196

テクノパーク1-5

テクノパーク2-3

197

北野27-7

194

小泉町７２５番1

大宮町４丁目４５９番1

195

美野島一丁目２番１号

西中島７丁目１２番２３号

192

池尻2-7-3

193

新橋5-14-5

杭全6-1-29

200

平井4-5-5

198

堀上町139-2

199

土田198-12
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

西菱電機株式会社 664-0847

代表取締役 兵庫県 伊丹市

西岡　伸明

大阪支社 530-0004

支社長 大阪府 大阪市北区

川端　真史

06-4797-7601 06-4797-7633

有限会社フジカワ 634-0078

代表取締役 奈良県 橿原市

藤川　立也

株式会社サン・エス 630-8001

代表取締役 奈良県 奈良市

長尾　英幸

株式会社大紀 638-0032

奈良県 吉野郡下市町

清水　益成

株式会社中吉野開発 638-0032

代表取締役 奈良県 吉野郡下市町

清水　二三四

大紀観光株式会社 638-0032

代表取締役 奈良県 吉野郡下市町

清水　徹

合同会社丸田商店 519-4323

代表社員 三重県 熊野市

和田　孝生

株式会社地域環境システム研究所 531-0072

代表取締役 大阪府 大阪市北区

畑間　慎哉

特定非営利活動法人グローバル教育推進機構 541-0056

理事 大阪府 大阪市中央区

中園　潔

株式会社富士通マーケティング 108-6207

代表取締役社長 東京都 港区

藤田　正美
関西営業本部　公共・金融統括営業部 530-8250

総括部長 大阪府 大阪市北区

長内　雅彦

06-6343-2668 06-6343-2287

21. 企画・開発業務（8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調
査）

26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン
類）

9. 機械機器（3.光学機器6.電気機器7.通信機器）　10. 防災・防犯用品（1.防災機
器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　21. 企画・開発業務（1.広告、企
画、イベント運営3.各種ソフトウェア開発6.映画・ビデオ製作）

15. 教材・楽器・運動用品（1.教育用図書2.学校教育用品3.楽器4.運動用品5.遊具）
18. 保守点検業務（18.公園遊具等保守点検）　33. その他（15.小規模修繕（建築
物））

29. 水道業務（5.配管図作成6.漏水調査8.各種調査）

23. 物品リース、レンタル（6.自動車8.建設用機械）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃
棄物収集運搬業務）

29. 水道業務（4.産業廃棄物処理業務）

21. 企画・開発業務（9.旅行代理店業）　25. 運送・運搬業務（1.運送業）

10. 防災・防犯用品（1.防災機器2.防災用品）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリ
ウム2.ポリ塩化アルミニウム）　33. その他（1.雑貨品2.看板、標識、各種サイン）

202

八木町3-7-19

203

法華寺町1273

201

藤ノ木3-5-33

堂島浜2-2-8

208

豊崎三丁目10番2号

209

久太朗町４丁目2-15星和CITYB.L.D御堂８階

206

大字原谷4-1

207

木本町178-2

204

大字原谷4-1

205

大字原谷1

210

港南2-15-3

梅田3-3-10
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社アクアリサーチ 670-0955

代表取締役 兵庫県 姫路市

川畑　勝美

大阪営業所 530-0011

所長 大阪府 大阪市淀川区

川畑　良輔

06-6305-4330 06-6305-4335

株式会社イベント・トゥエンティ・ワン 639-0243

代表取締役 奈良県 香芝市

中野　愛一郎

植村医療器株式会社 635-0084

代表取締役 奈良県 大和高田市

榎本　和代

株式会社関西地質調査事務所 599-8273

代表取締役 大阪府 堺市中区

高村　勝年

奈良営業所 639-0265

所長 奈良県 香芝市

國下　憲男

0745-76-8528 0745-76-8599

奈良交通株式会社 630-8651

取締役社長 奈良県 奈良市

植田　良壽

株式会社メディセオ 104-8464

代表取締役社長 東京都 中央区

長福　恭弘

奈良南支店 634-0072

支店長 奈良県 橿原市

吉岡　弘樹

0744-21-0871 0744-21-0889

鹿六企画 637-0035

奈良県 五條市

藤森　景子

大淀オフタイプ企業組合 638-0811

奈良県 吉野郡

大西　英二

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 108-8338

代表取締役 東京都 港区

團　博己

関西支社 540-8551

関西支社長 大阪府 大阪市中央区

藤井　明

06-6945-3617 06-6945-3601

都築電気株式会社 105-8665

代表取締役社長 東京都 港区

江森　勲

大阪支店 530-0005

執行役員常務支店長 大阪府 大阪市北区

吉田　克之

06-6204-7000 06-6204-7019

29. 水道業務（6.漏水調査）

21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営）　23. 物品リース、レンタル（10.イ
ベント用品11.植物等）

7. 薬品類（1.一般売薬品2.衛生材料）　9. 機械機器（2.医療機器）　12. 介護機器（1.
介護用品2.介護機器）　18. 保守点検業務（16.医療用機器・設備保守点検）　23. 物
品リース、レンタル（5.介護用品類）　31. 診療所用医療用品（1.医療用ガス・材料等
3.医療器械）　32. 診療所業務（1.医療器械等保守点検）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）

21. 企画・開発業務（9.旅行代理店業）　25. 運送・運搬業務（1.運送業）　26. 人材派
遣・代行業務（1.運行代行2.人材派遣）

7. 薬品類（2.衛生材料）　9. 機械機器（1.理化学機器2.医療機器）　12. 介護機器（2.
介護機器）　31. 診療所用医療用品（1.医療用ガス・材料等2.医療用薬品3.医療器
械）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く））　5. 印刷・出版・製
本・写真（2.特殊印刷6.印刷物の企画・デザイン）　14. 貴金属・工芸品（4.ギフト用
品）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷2.特殊印刷6.印刷物の企画・デザイン）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器）
18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア
開発）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類13.機械機器（建設用機械を除く））
33. その他（20.その他物品）

214

深井清水町3761

上中1282-1

215

大宮町1-1-25

212

藤山1-3-15

213

北片塩町10-22

211

安田４丁目８９番地

西中島７丁目１番３号-８１２号

220

新橋6-19-15

中之島2-2-2

218

大淀町土田285-3

219

三田1-4-28

城見1-4-24

216

八重洲2-7-15

醍醐町272-1

217

霊安寺町2084
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社内田洋行 104-8282

代表取締役 東京都 中央区

大久保　昇

大阪支店 540-8520

取締役専務執行役員支店長 大阪府 大阪市中央区

秋山　慎吾

06-6920-2742 06-6920-2796

ソリマチ株式会社 940-0071

代表取締役 新潟県 長岡市

反町　秀樹

ＮＣＳ＆Ａ株式会社 540-6316

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区

松木　謙吾

行政システム株式会社 190-0012

代表取締役 東京都 立川市

出口　智眞

大阪支店 532-0003

大阪支店長 大阪府 大阪市淀川区

大垣　貴史

06-6396-4805 06-6394-4711

株式会社テレワーク 541-0041

大阪府 大阪市中央区

八瀬　誠

株式会社イーセル 277-0841

代表取締役 千葉県 柏市

堀田　剛

広島支店 733-0842

専務執行役員 広島県 広島市西区

原　広吉

082-270-0358 082-270-3665

アトラス情報サービス株式会社 541-0041

大阪府 大阪市中央区

八瀬　誠

株式会社東光コンサルタンツ 170-0013

代表取締役 東京都 豊島区

堀　尚義

奈良営業所 630-0113

所長 奈良県 生駒市

今野　貴弘

0743-71-1692 0743-71-1693

株式会社パスコ 153-0043

代表取締役 東京都 目黒区

古川　顕一

奈良支店 630-8151

支店長 奈良県 奈良市

黒崎　隆義

0742-30-6451 0742-35-7233

ＮＥＣフィールディング株式会社 108-0073

代表取締役 東京都 港区

中江　靖之

奈良支店 630-8001

奈良支店長 奈良県 奈良市

松井　直人

0742-36-1161 0742-36-1175

26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）　33. その他（21.その他役務等）

6. 燃料・油脂類（4.電気）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　26. 人材派遣・代
行業務（2.人材派遣）

21. 企画・開発業務（8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（4.世論・アンケート調
査）　26. 人材派遣・代行業務（2.人材派遣）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　5. 印刷・出版・製本・写真
（3.地図印刷8.写真撮影）　13. 地図・図書（1.地図）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフ
トウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（1.空
気環境測定等5.埋蔵文化財発掘調査）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）
29. 水道業務（5.配管図作成8.各種調査）　33. その他（20.その他物品21.その他役
務等）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品3パソコン及び関連商品5.紙類）
9. 機械機器（8.家庭電化製品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）　18. 保守点検業
務（7.OA機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　18. 保守点検業務（7.OA
機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発4.ホームページ開発
等）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　18. 保守点検業務（7.OA
機器保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発）

221

新川2-4-7

和泉町2-2-2

226

あけぼの1丁目8-9

井口5丁目6-4

227

北浜3-1-6

224

曙町二丁目２２番２０号

宮原4-1-6

225

北浜3-1-6

222

表町1-4-24

223

城見1-3-7　松下ＩＭＰビル

230

三田1-4-28

法華寺町219-1

228

東池袋4-41-24

鹿ノ台南1-8-44

229

東山1-1-2

大宮町5-2-11
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社ぎょうせい 136-8575

代表取締役 東京都 江東区

成吉　弘次

関西支社 540-0012

支社長 大阪府 大阪市中央区

中瀬　悦英

06-4790-9351 06-4790-9356

いすゞ自動車近畿株式会社 570-8588

代表取締役 大阪府 守口市

橋本　秀樹

奈良支店 632-0084

支店長 奈良県 天理市

川端　直人

0743-68-3700 0743-68-3710

株式会社ナニワ計算センター 541-0059

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

福田　章光

タカダデンキ株式会社 635-0014

代表取締役 奈良県 大和高田市

河本　光市

ひかりのくに株式会社 543-0001

代表取締役 大阪府 大阪市天王寺区

岡本　功

奈良営業所 630-8453

所長 奈良県 奈良市

藤田　伸一

0742-62-3168 0742-61-8522

株式会社アコード 550-0003

代表取締役 大阪府 大阪市西区

後藤　完二

奈良営業所 632-0094

所長 奈良県 天理市

白樫　淳

0743-62-2360 0743-84-5056

奈良日野自動車株式会社 636-0204

代表取締役 奈良県 磯城郡川西町

内藤　登紀夫

株式会社中西製作所 544-0015

代表取締役 大阪府 大阪市生野区

中西　昭夫

奈良営業所 639-1031

所長 奈良県 大和郡山市

表川　知史

0743-56-6001 0743-56-6236

リコージャパン株式会社 105-8503

代表取締役 東京都 港区

松石　秀隆
関西事業本部奈良支社奈良MA営業グループ 630-8013

リーダー 奈良県 奈良市

村田　善弘

050-3534-3903 0742-35-3819

伸晃メンテナンス 634-0835

代表 奈良県 橿原市

泉谷　伸江

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　5. 印刷・出版・製本・写真
（4.出版・製本）　13. 地図・図書（2.図書（教育用図書を除く））　14. 貴金属・工芸品
（2.美術工芸品4.ギフト用品）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営3.各
種ソフトウェア開発4.ホームページ開発等5.情報処理・提供サービス6.映画・ビデオ
製作8.各種計画策定）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）　33. その他（21.そ
の他役務等）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　21. 企画・開発業務（3.各
種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス8.各種計画策定）

3. 文具・事務用品・事務機器（3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.通信機器
8.家庭電化製品）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く））　10. 防災・防犯用
品（2.防災用品）　11. 厨房機器・用品類（2.厨房用品類）　15. 教材・楽器・運動用品
（1.教育用図書2.学校教育用品3.楽器4.運動用品5.遊具）

5. 印刷・出版・製本・写真（8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベン
ト運営）　22. 検査・調査業務（5.埋蔵文化財発掘調査）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く））　11. 厨房機器・用
品類（1.厨房機器類2.厨房用品類3.洗剤類）　33. その他（1.雑貨品）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.
通信機器）　18. 保守点検業務（7.OA機器保守点検）　23. 物品リース、レンタル（2.
複写機）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3
パソコン及び関連商品4.印章5.紙類）　11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類）　14. 貴金属・工芸品（1.時
計・貴金属2.美術工芸品3.バッチ、カップ4.ギフト用品）　16. 清掃業務（1.日常清掃2.ガラス清掃3貯水槽、
受水槽清掃4浄化槽清掃5.ボイラー清掃）　17. 害虫駆除業務（1.害虫駆除2.鳥獣害防除）　18. 保守点検
業務（1.空調機器保守点検2.消防設備保守点検8.音響設備保守点検9.舞台設備保守点検10.貯水槽・受
水槽保守点検11.浄化槽保守点検12.ボイラー保守点検14.施設保守管理・機能検査17.電気機器保守点
検19.ポンプ・送風機等保守点検）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営5.情報処理・提供
サービス8.各種計画策定）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）　23. 物品リース、レンタル（1.パソコ
ン類2.複写機3.印刷機類8.建設用機械10.イベント用品12.仮設物13.機械機器（建設用機械を除く））　24.
各種委託業務（6.舞台管理委託業務）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水池清掃
2.水道管清掃）　33. その他（2.看板、標識、各種サイン9.選挙用計数機器、投票機器20.その他物品21.そ

232

八雲東町1-21-10

嘉幡町578-1

233

博労町2-4-11　中博ビル内

231

新木場1-18-11

谷町3-1-9

238

巽南5-4-14

今国府町6-3

239

芝3-8-2

三条大路1-10-28

236

京町堀1-10-14

前栽町309-3

237

大字唐院18-1

234

三和町12-13

235

上本町3-2-14

西九条町3-5-11

240

東坊城町865-13
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

桶巳自動車整備工場 638-0821

奈良県 吉野郡大淀町

桶田　昭信

有限会社中尾モータース 638-0821

代表取締役 奈良県 吉野郡大淀町

中尾　光良

山田印刷所 638-0032

奈良県 吉野郡下市町

山田　正巳

アキナガ 638-0041

奈良県 吉野郡下市町

秋永　明寛

奈良トヨペット株式会社 630-8141

代表取締役 奈良県 奈良市

菊池　武之祐

吉野店 638-0812

奈良県 吉野郡大淀町

0747-52-7788 0747-52-7766

株式会社トーテック 537-0022

代表取締役 大阪府 大阪市東成区

古川　常之

奈良営業所 631-0003

営業所長 奈良県 奈良市

古川　和子

090-3051-9974 06-6971-2890

日本宣伝株式会社 630-8115

奈良県 奈良市

松本　淳

株式会社エフウォーターマネジメント 520-0043

代表取締役 滋賀県 大津市

岡本　信康

奈良事務所 630-8014

所長 奈良県 奈良市

山陰　直樹

0742-36-6638 0742-36-6639

株式会社ワールド・ヘリテイジ 630-8301

代表取締役 奈良県 奈良市

川井　徳子

株式会社ナカガワ 635-0065

奈良県 大和高田市

中川　基成

635-0065

奈良県 大和高田市

仲林　聖剛

0745-53-5661 0745-53-5755

8. 車両類（1.自動車5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車）　33. その他（10.保
険業）

3. 文具・事務用品・事務機器（5.紙類）　5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷）

3. 文具・事務用品・事務機器（1.文具、事務用品2事務機器3パソコン及び関連商品
4.印章）　15. 教材・楽器・運動用品（3.楽器）　18. 保守点検業務（15.ピアノ調律）
23. 物品リース、レンタル（1.パソコン類2.複写機）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車）

15. 教材・楽器・運動用品（5.遊具）　18. 保守点検業務（14.施設保守管理・機能検
査18.公園遊具等保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発）　33. そ
の他（2.看板、標識、各種サイン）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　21. 企画・開発業務（9.旅行代理店業）
33. その他（2.看板、標識、各種サイン）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）　29. 水道業務（1.施設運転）

21. 企画・開発業務（6.映画・ビデオ製作）　33. その他（6.弁当）

1. 建設・建築材料（1.鋼材2.セメント、アスファルト4.建材）　9. 機械機器（9.空調・冷
暖房機器）　11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機
器4.水道資材）

8. 車両類（1.自動車4.特殊車両5.車両用品）　19. 車両点検整備（1.自動車3.特殊車
両）　24. 各種委託業務（5.自動車撤去）　33. その他（10.保険業）

244

下市98

245

南京終町2-269

桧垣本774-5

242

大字下渕5-1

243

原谷坂本76-3

241

大字下渕336-1

250

東中2-12-25

東中2-12-25

248

中央1-6-11

四条大路2-2-10　翠水ビル3F

249

高畑町1071

246

中本５丁目２番33号

中登美ケ丘６丁目9-1-730

247

大宮町2-5-8
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社村田歯科商店 639-1101

代表取締役 奈良県 大和郡山市

村田　博昭

野村興産株式会社 103-0012

代表取締役 東京都 中央区

藤原　悌

ヤマト環境センター 633-2204

センター長 奈良県 宇陀市

三上　保人

0745-84-2822 0745-84-4075

ランドブレイン株式会社 102-0093

代表取締役 東京都 千代田区

吉武　祐一

大阪事務所 550-0005

所長 大阪府 大阪市西区

山北　知

06-6541-2755 06-6541-2733

株式会社メディック 520-2352

代表取締役 滋賀県 野洲市

北村　斎次

株式会社京田クリエーション 550-0015

代表取締役 大阪府 大阪市西区

髙井　喜和

日本調理機株式会社 144-8513

東京都 大田区

齊藤　有史

関西支店 561-0891

支店長 大阪府 豊中市

小林　正高

06-6853-4901 06-6853-3777

株式会社サイバーリンクス 641-0012

和歌山県 和歌山市

村上　恒夫

海南支店 642-0017

和歌山県 海南市

青石　達男

073-484-3610 073-484-3629

株式会社アンカー 633-0062

代表取締役 奈良県 桜井市

吉田　由利

ナブコドア株式会社 550-0005

代表取締役社長 大阪府 大阪市西区

犬飼　伸幸

奈良営業所 630-8123

所長 奈良県 奈良市

黒﨑　洋星

0742-34-1861 0742-34-1864

情報システム監査株式会社 532-0003

代表取締役 大阪府 大阪市淀川区

三谷　康之

営業部 532-0003

常務取締役 大阪府 大阪市淀川区

山本　元之

06-6395-7665 06-6395-7666

18. 保守点検業務（6.自動ドア保守点検）

21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供サービス）　33. その
他（21.その他役務等）

9. 機械機器（2.医療機器）　12. 介護機器（1.介護用品2.介護機器）　23. 物品リー
ス、レンタル（4.医療機器）　31. 診療所用医療用品（2.医療用薬品3.医療器械）

22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）　25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集
運搬業務）

21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営8.各種計画策定）　22. 検査・調査
業務（4.世論・アンケート調査）

22. 検査・調査業務（2.臨床検査）　32. 診療所業務（2.臨床検査）

21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベント運営）

11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類2.厨房用品類）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（7.
通信機器）　18. 保守点検業務（4.通信設備保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種
ソフトウェア開発4.ホームページ開発等）

5. 印刷・出版・製本・写真（8.写真撮影）　21. 企画・開発業務（1.広告、企画、イベン
ト運営6.映画・ビデオ製作）　33. その他（21.その他役務等）

251

下三橋町400-78

256

東六郷3-15-8

走井2-9-2

257

紀三井寺849-3

南赤坂7-1

254

冨波乙592

255

南堀江3-4-8

252

日本橋堀留町2-1-3

菟田野町大澤55

253

平河町1-2-10

西本町1-3-15　大阪建大ビル

260

宮原4-5-36　セントラル新大阪ビル6階

宮原4-5-36　セントラル新大阪ビル6階

258

大字粟殿1020-3、901

259

西本町1-12-22

三条大宮町5-31
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社ヤマモト 418-0111

代表取締役 静岡県 富士宮市

山本　文洋

関西支店 657-0056

支店長 兵庫県 神戸市灘区

平山　東海

078-414-8460 078-414-8461

有限会社サンテック 418-0044

取締役 静岡県 富士宮市

佐野　宏二

関西支社 678-1254

支店長 兵庫県 赤穂郡上郡町

渡邊　文彦

0791-56-0301 0791-56-0305

株式会社鳳羽電設 637-0011

代表取締役 奈良県 五條市

森村　治樹

日水産業株式会社 234-0054

代表取締役 神奈川県 横浜市港南区

黒田　和久

関西事業所 599-8254

所長 大阪府 堺市中区

武田　強

072-278-5521 072-278-5519

株式会社森脇ビデオ企画 634-0802

奈良県 橿原市

森脇　正文

ホシザキ京阪株式会社 540-0026

大阪府 大阪市中央区

丸山　暁

橿原営業所 634-0005

奈良県 橿原市

玉出　菊雄

0744-25-8551 0744-25-5531

アイテック株式会社 530-0001

代表取締役 大阪府 大阪市北区

前田　幸治

奈良支店 639-2302

支店長 奈良県 御所市

松本　貴司

0745-64-1520 0745-64-1521

株式会社　ひゃくまさ 545-0022

代表取締役 大阪府 大阪市阿倍野区

鎌田　友晴

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社 530-0035

代表取締役社長 大阪府 大阪市北区

田伏　重成

奈良支店 630-8115

支店長 奈良県 奈良市

木成　芳晃

0742-30-4780 0742-30-4781

株式会社中造園 639-2125

代表取締役 奈良県 葛城市

中　邦暁

33. その他（18.斎場の残灰、煤塵処理19.廃棄物処理）

33. その他（18.斎場の残灰、煤塵処理）

3. 文具・事務用品・事務機器（2事務機器3パソコン及び関連商品）　9. 機械機器（6.
電気機器7.通信機器）

27. 水道薬品類（4.活性炭）　28. 水道設備機器（3.ろ過砂）　29. 水道業務（1.施設運
転）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水池清掃）

5. 印刷・出版・製本・写真（1.印刷6.印刷物の企画・デザイン8.写真撮影）　21. 企
画・開発業務（4.ホームページ開発等6.映画・ビデオ製作）　24. 各種委託業務（2.会
議録作成、速記、翻訳）

9. 機械機器（9.空調・冷暖房機器）　11. 厨房機器・用品類（1.厨房機器類3.洗剤類）
23. 物品リース、レンタル（13.機械機器（建設用機械を除く））

16. 清掃業務（4浄化槽清掃）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウム2.ポリ塩化
アルミニウム）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器）　29. 水道業務（1.施設運転3.計
測機器保守点検）　3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水池清
掃）　33. その他（21.その他役務等）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（1.被服（消防用を除く）2.消防用被服6.皮
革・ゴム・ビニール7.保安用品）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）

9. 機械機器（1.理化学機器3.光学機器10.浸出水処理施設用備品）　16. 清掃業務（3貯水槽、
受水槽清掃）　18. 保守点検業務（10.貯水槽・受水槽保守点検11.浄化槽保守点検12.ボイラー
保守点検14.施設保守管理・機能検査17.電気機器保守点検19.ポンプ・送風機等保守点検20.
浸出水処理施設保守点検）　21. 企画・開発業務（3.各種ソフトウェア開発5.情報処理・提供
サービス）　22. 検査・調査業務（1.空気環境測定等）　27. 水道薬品類（1.次亜塩素酸ナトリウ
ム2.ポリ塩化アルミニウム4.活性炭7.その他薬品類）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器2.制御
機器）　29. 水道業務（1.施設運転2.電気計装設備保守点検3.計測機器保守点検6.漏水調査）
3０.水道施設清掃業務（1.沈砂池清掃、ろ過池清掃、配水池清掃）

1. 建設・建築材料（1.鋼材2.セメント、アスファルト3.骨材）　15. 教材・楽器・運動用
品（5.遊具）　16. 清掃業務（8.除草）　18. 保守点検業務（18.公園遊具等保守点検）
22. 検査・調査業務（5.埋蔵文化財発掘調査）　33. その他（2.看板、標識、各種サイ
ン）

262

大中里1274-6

高山1302

263

出屋敷町３６１番１０

261

山宮2344

千旦通2-5-11

268

播磨町一丁目８番２４号

269

同心1-7-14

大宮町4-275-5

266

内本町2-2-12

北八木町1-6-13

267

梅田3-3-10

東松本33

264

港南台3-4-46

伏尾4

265

新口町50-27

270

西辻352-1
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平成30・31年度入札参加資格審査申請（村外物品役務等）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称
受付
番号

備考資　　　格　　　業　　　種受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

株式会社ホウワ 639-1115

代表取締役 奈良県 大和郡山市

北森　康史

株式会社野崎商店 630-8214

代表取締役 奈良県 奈良市

野崎　尚利

株式会社インテック 630-8013

代表取締役 奈良県 奈良市

國中　賢吉

大成機工株式会社 530-0001

代表取締役社長 大阪府 大阪市北区

鈴木　仁

ゼンスイ株式会社 655-0052

大阪府 摂津市

吉原　正一

ドリコ株式会社 103-0027

代表取締役 東京都 中央区

桑田　雅之

大阪支店 532-0011

支店長 大阪府 大阪市淀川区

鳥居　赳志

06-6303-5941 06-6305-2315

18. 保守点検業務（14.施設保守管理・機能検査）　28. 水道設備機器（1.ポンプ機器
2.制御機器3.ろ過砂）　29. 水道業務（1.施設運転2.電気計装設備保守点検3.計測
機器保守点検）

1. 建設・建築材料（1.鋼材）　10. 防災・防犯用品（2.防災用品）　23. 物品リース、レ
ンタル（12.仮設物）　25. 運送・運搬業務（1.運送業）

2. 繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品（）　14. 貴金属・工芸品（1.時計・貴金属3.
バッチ、カップ4.ギフト用品）

25. 運送・運搬業務（3.産業廃棄物収集運搬業務）

1. 建設・建築材料（1.鋼材）　22. 検査・調査業務（6.カメラ調査）

1. 建設・建築材料（4.建材）

274

梅田1-1-3-2700

275

鳥飼本町5-1-16

272

東向北町25

273

三条大路1-10-6-2

271

横田町595-1

280

278

279

276

日本橋2-13-10

西中島5-14-5

277
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