令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市
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商号又は名称
株式会社アーキジオ
株式会社アール・シー・エス
株式会社IEM 大阪支店
株式会社アイエス
愛知時計電機株式会社 大阪支店
アイテック株式会社 京都支店
株式会社アイビックス 京都支店
株式会社アイホー 京都営業所
暁保全
あかり消防設備
株式会社アクアテック 関西営業所
株式会社アクセス 京都営業所
株式会社アコード
浅野アタカ株式会社 大阪支店
旭株式会社
朝日航洋株式会社 西日本空情支社
朝日電気工業株式会社 滋賀営業所
朝日デンタルスタジオ

役職名

代表者氏名

所在地
富山県高岡市西藤平蔵581番地
代表取締役 吉岡 邦男 香川県高松市錦町一丁目4番37号
支店長
秋澤 信一朗 大阪市中央区船場中央三丁目2番
代表取締役 井上 茂
京都府相楽郡精華町精華台七丁目4番地3
執行役員支店長 中水 準二 大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号
支店長
辻 芳尚
京都市伏見区過書町792番地
支店長
中村 康裕 京都府舞鶴市字喜多1105番1
所長
中村 伸司 京都市南区上鳥羽藁田26番地の1
代表者
多門 雅弘 京都市右京区太秦馬塚町25番地1-303
小畑 慎二 京都府京丹後市久美浜町栄町1104番地の1
所長
竹本 孝
兵庫県西宮市南昭和町七丁目28番103号
所長
西川 誉英 京都府木津川市木津瓦谷18番地8
代表取締役 福留 純子 大阪市西区京町堀一丁目10番14号
支店長
生島 栄一 大阪市此花区西九条五丁目3番28号
代表取締役 光山 卓也 大阪市東成区神路四丁目3番18号
支社長
田中 善治 大阪府吹田市垂水町三丁目35番31号
所長
北村 祐喜 滋賀県長浜市宮司町76番地7
代表
朝日 重之 京都府京丹後市峰山町荒山31番地の1
アサヒプリテック株式会社 神戸事業所 神戸事業所長 廣兼 真輝 神戸市東灘区魚崎浜町21番地
アジア航測株式会社 京都支店
支店長
土川 忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビル7F）
アシスト株式会社
代表取締役 西村 竹松 名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地
株式会社明日葉
代表取締役 大隈 太嘉志 東京都港区芝四丁目13番3号 PMO町東10F
東書店
東 直彦
京都府京丹後市丹後町間人2653番地の4
株式会社アダチデンキ
代表取締役 安達 康高 京都府京丹後市峰山町新町1441番地の1
渥美製綱有限会社
代表取締役 金子 桂典 愛知県岡崎市八帖北町42番地11
株式会社アテスト
代表取締役社長 鈴木 良平 京都府宇治市槙島町落合121番地の2
株式会社アドプランツコーポレーション 代表取締役 増永 滋生 京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町92番地 シンフォニー御所堺町御門前B-1
アトラス情報サービス株式会社
代表取締役 八瀬 誠
大阪市中央区北浜三丁目1番6号
アムス・セキュリティサービス株式会社 代表取締役 四方 孝夫 京都府福知山市長田大野下2095番地27
株式会社荒木製作所
代表取締役 荒木 寛
大阪府東大阪市森河内東一丁目21番19号
株式会社アルカディア
代表取締役 天白 成一 大阪府箕面市箕面六丁目3番1号
ALSOKあんしんケアサポート株式会社 代表取締役 尻無濱 秀治 東京都大田区山王一丁目3番5号
株式会社アルティアセントラル
代表取締役 大石 宇多野 名古屋市中区栄一丁目29番29号
アルフレッサ株式会社 福知山支店 支店長
河合 伸昭 京都府福知山市字岩井80番地17
有限会社アルミック徳原 大宮営業所 常務
片岡 弘好 京都府京丹後市大宮町奥大野321番地
安西工業株式会社 大阪支店
支店長
山西 浩二 大阪市西区立売堀一丁目8番1号 本町立売堀ビル8階
株式会社イー・ウォーター丹後
代表取締役 谷口 哲司 京都府京丹後市網野町浅茂川115番地の10
株式会社E．S CONSULTING GROUP 代表取締役
元山 一
広島市中区大手町三丁目2番19号 パーソンライフビル2F
株式会社イーグル
代表取締役 糸井 徳政 京都府京丹後市大宮町三重444番地の2
イオンディライト株式会社 関西支社 支社長
岸 彰広
大阪市中央区南船場二丁目3番2号
石垣メンテナンス株式会社 大阪支店 支店長
東 良史
大阪市淀川区宮原三丁目3番31号
株式会社石川コンピュータ・センター 大阪支店 支店長
大石 裕之 大阪市都島区東野田町一丁目20番5号 大阪京橋ビルディング3F
石黒メディカルシステム株式会社
代表取締役社長 森下 陽治 京都市伏見区竹田中川原町381番地
株式会社石坪 京丹後営業所
所長
足立 賢一 京都府京丹後市峰山町富貴屋35番地
株式会社石丸浄水センター
代表取締役 石丸 雄之助 京都府福知山市三和町千束639番地
株式会社ヰセキ関西中部 丹後営業所 所長
石河 里志 京都府京丹後市大宮町周枳1520番地の1
株式会社イセトー 京都営業部
部長
寺井 義明 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地
伊丹産業株式会社 網野営業所
野田川支店支店長 赤西 和康
京都府京丹後市網野町下岡352番地1
一冨士フードサービス株式会社 京滋支社 支社長
川嵜 英樹 滋賀県大津市中央三丁目1番8号
井上株式会社
代表取締役 井上 大輔 京都府福知山市篠尾新町三丁目3番地
代表取締役社長 津嶋 劍星
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No.
商号又は名称
51 井上商会有限会社
52 今井建設株式会社
53 今井電気設備管理事務所
54 株式会社医療情報システム
55 衣料のわだ
56 岩﨑工芸
57 株式会社インソース 京都事業所
58 株式会社インターネットイニシアティブ
59 株式会社インタラック関西東海
60 株式会社インテック
61 株式会社インテリアサンタン
62 株式会社インテリムジャパン
63 株式会社インフォマティクス 大阪営業所
64 株式会社ヴァイオス
65 株式会社ヴーム
66 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関西支店
67 植久造園株式会社
68 株式会社ウエスコ 京丹後営業所
69 植平コンクリート工業株式会社
70 株式会社ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーションセンター
71 株式会社ウォーターテック 関西支店
72 株式会社ウォーターリンクス
73 株式会社魚国総本社 京都支社
74 株式会社浮田幸栄堂
75 株式会社雨林製作所
76 株式会社HER
77 株式会社HYSエンジニアリングサービス 関西支店
78 株式会社エイテック 京都営業所
79 ANAあきんど株式会社 京都支店
80 株式会社エーゲル
81 エール株式会社
82 エコユニット株式会社
83 株式会社エコリード小林
84 株式会社エスアール
85 株式会社エスアールエル
86 エスエス観光自動車株式会社
87 エスエヌ環境テクノロジー株式会社
88 エスケイ建機サービス株式会社
89 株式会社エヌ・イーサポート 大阪支店
90 NECキャピタルソリューション株式会社 京都営業所
91 NECソリューションイノベータ株式会社 営業統括本部
92 NECネクサソリューションズ株式会社 関西支社
93 NECネッツエスアイ株式会社 京滋支店
94 NECフィールディング株式会社 京都支店
95 エヌエス環境株式会社 西日本支社
96 株式会社NCPサプライ 福知山支店
97 株式会社NJS 京都出張所
98 NDネットサービス有限会社
99 NTT・TCリース株式会社 京都支店
100 NTT‐ATエムタック株式会社

役職名
代表取締役
代表取締役
代表
代表取締役

所長
代表取締役社長

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
大阪営業所長
代表取締役
代表取締役
支店長
代表取締役
所長
代表取締役
センター長
営業統括部 部長

代表取締役
代表取締役社長

代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
所長
支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
専務取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
京都営業所長
本部長
関西支社長
支店長
京都支店長
支社長
支店長
所長
代表取締役
支店長
代表取締役社長

代表者氏名
井上 啓一
今井 小百合
今井 正博
八木 康一
和田 晃
黒﨑 靖也
亀﨑 智里
勝 栄二郎
西 剛太
國中 賢吉
田中 壽郎
鈴木 達男
室谷 徹
吉村 英樹
武田 眞砂美
篠原 信成
吉岡 隆幸
松島 友久
植平 善延
深水 正孝
比江嶋 祐一
原 裕二
田所 伸浩
浮田 昌幸
雨林 静男
芝本 忠雄
竹内 一郎
市原 隆史
岸本 賢二
伊豆田 千加
居關 和江
荒川 とも子
小林 富雄
長谷川 豊
松本 誠
佐竹 俊樹
辻 勝久
志摩 敏樹
大下 展正
渡邉 祐史
神田 健治郎
伊藤 幸夫
山野 真寛
川本 清
鈴木 拓哉
高橋 俊之
伊藤 泰二
鈴木 宏隆
山形 淳二
深澤 友雄
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所在地
京都府京丹後市網野町郷663番地の1
京都府京丹後市大宮町河辺3732番地
京都府与謝郡与謝野町明石2380番地
大阪市中央区平野町一丁目4番8号
京都府京丹後市久美浜町3100番地の3
京都府京丹後市久美浜町新町1290番地
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558 三洋室町ビル4階

東京都千代田区富士見二丁目10番2号
浜松市中区伝馬町311番地の14
奈良市三条大路一丁目10番6号2
京都府京丹後市峰山町新町1919番地の1
大阪市中央区平野町一丁目5番11号 胡屋ビル
大阪市浪速区難波中二丁目10番70号
和歌山市西庄295番地の9
京都市下京区西七条南月読町32番地 マンション春日101号室

大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 箕面千里ビル

京都府京丹後市網野町下岡358番地
京都府京丹後市網野町島津3012番地
奈良県宇陀市榛原比布1312番地の1
大阪府吹田市広芝町10番28号
大阪市西区新町二丁目20番6号
兵庫県姫路市阿呆甲878番地
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
兵庫県豊岡市大手町6番24号
京都市左京区一条寺南大丸町11番地
兵庫県加西市網引町2001番地39
大阪市中央区城見二丁目2番22号
京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121番地
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8番地 京都三井ビルディング6階

京都市西京区嵐山宮ノ北町10-19
滋賀県大津市神領三丁目12番1号
東京都江戸川区中央一丁目18番12-603号
京都府京丹後市丹後町成願寺1242番地の1
兵庫県豊岡市日高町浅倉27番地
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
京都府京丹後市網野町島津2715番地の1
大阪市此花区西九条五丁目3番28号
京都府京丹後市峰山町二箇小字前川原1312-8
大阪市西淀川区姫島五丁目4番10号
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8番地
東京都江東区新木場一丁目18番7号
大阪市中央区城見一丁目4番24号
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8番地
京都市中京区壬生坊城町24番地の1
大阪府吹田市垂水町二丁目36番27号
京都府福知山市笹尾新町四丁目68番地
京都府宮津市文珠179番地の1
堺市堺区神南辺町二丁90番地5
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1
東京都新宿区新宿二丁目13番12号
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No.

商号又は名称

代表者氏名
井上 登晃
102 株式会社NTTドコモ 関西支社京都支店 支店長
山内 成治
103 NTTビジネスソリューションズ株式会社 京都ビジネス営業部 取締役 京都ビジネス営業部長 川田 道靖
104 NTTファイナンス株式会社
取締役 ビリングソリューション部長 渡邊
知男
105 株式会社NTTファシリティーズ 関西事業本部 取締役関西事業本部長 餅 浩志
106 エネサーブ株式会社
代表取締役 井上 博司
107 株式会社荏原製作所 西大阪支店 支店長
柳田 弘一
108 株式会社エフウォーターマネジメント 京都事務所 所長
中田 秀明
109 株式会社エムライン
代表取締役 中 篤司
110 株式会社エルコム 大阪営業所
所長
林 孝和
111 OESアクアフオーコ株式会社
代表取締役 鈴木 寛
112 株式会社オーイーシー
代表取締役社長 加藤 健
113 有限会社オーエーシステムやすだ
代表取締役 安田 正樹
114 有限会社OMK
代表取締役 岡崎 芳郎
115 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 代表取締役社長 遠山 雅夫
116 大阪ガスファイナンス株式会社
代表取締役 久保 貴義
117 株式会社大阪測器測器事業
代表取締役 福岡 耕平
118 株式会社オーシスマップ 神戸支店 支店長
門田 浩
119 株式会社大塚商会 京都支店
支店長
宇野 直基
120 大槻ポンプ工業株式会社 京丹後営業所 所長
倉 慎平
121 株式会社オーデザインチャンネルズ 代表取締役
荻野 祥行
122 大豊機工株式会社 公共システム部 部長
岩本 晃幸
123 大西衛生株式会社
代表取締役 大西 明
124 株式会社大西商店
代表取締役 大西 里子
125 大西電気設備管理事務所
代表者
大西 功二
126 大宮無線
代表者
石河 豪
127 大山産業株式会社
代表取締役 大山 青龍
128 岡山電設株式会社
代表取締役 岡山 秀行
129 OKIクロステック株式会社 関西支社京都支店 京都支店長
前田 紀彦
130 株式会社オキシー
代表取締役 池田 成克
131 沖電気工業株式会社 京都支店
支店長
木下 浩二
132 株式会社沖野電気通信
代表取締役 沖野 克嗣
133 株式会社奥田建設
代表取締役 奥田 和尚
134 長田電器
長田 高司
135 株式会社長田モータース
代表取締役 長田 新一
136 株式会社修己建設
代表取締役 林 修己
137 株式会社オシマ
代表取締役 尾嶋 伸介
138 株式会社オプテージ
代表取締役社長 名部 正彦
139 オリエントハウス株式会社
代表取締役 川畑 善広
140 オリジナル設計株式会社 京都北営業所 所長
大東 達也
141 オリックス・ファシリティーズ株式会社 代表取締役
深谷 健司
142 オルガノ株式会社 関西支店
支店長
角 洋一郎
143 オルガノプラントサービス株式会社 関西事業所 取締役関西事業所長 松本 浩二
144 株式会社会議録研究所
代表取締役 妹尾 潤
145 株式会社会議録センター
代表取締役 加藤 剛也
146 柏原計器工業株式会社
代表取締役 三浦 直人
147 有限会社和希
代表取締役 玉岡 静
148 かて工房有限会社
取締役
河田 研之
149 金子産業株式会社
代表取締役 金子 実
150 金下建設株式会社 京丹後営業所 所長
山﨑 哲巳
101 NTTタウンページ株式会社 ソリューション営業部

役職名

取締役ソリューション営業部長
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所在地
東京都中野区中央三丁目24番9号
京都市下京区四条通柳馬場 京都フコク生命四条柳馬場ビル4階

京都市中京区烏丸三条上ル場之町604番地
東京都港区港南一丁目2番70号
大阪市西区土佐堀一丁目4番14号
滋賀県大津市月輪二丁目19番6号
大阪市西淀川区佃四丁目7番3号
京都市中京区東洞院通り蛸薬師下ル エステートビル四条烏丸5F

大阪市此花区梅町二丁目2番25号
大阪市淀川区西中島六丁目8番20号 花原第7ビル2F

兵庫県豊岡市神美台157番76
大分市東春日町17番57号
京都府京丹後市峰山町安202番地の5
大阪市中央区南船場一丁目17番11号 上野BRビル

大阪市淀川区十三本町三丁目6番35号
大阪市中央区備後町三丁目6番14号
大阪市中央区安土町一丁目7番13号 トヤマビル本館6階

神戸市中央区浜辺通四丁目1番23号
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地の1
京都府京丹後市大宮町周枳282番地
京都府京丹後市峰山町荒山309番地の1
兵庫県豊岡市中陰470番地
京都府京丹後市丹後町大山1381番地
京都府京丹後市久美浜町844番地の9
京都府京丹後市久美浜町844番地の10
京都府京丹後市峰山町菅547番地の14
京都府綾部市大島町柳3番地
京都府綾部市里町大坂33番地の2
京都市南区上鳥羽卯ノ花15番地
石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘二丁目710番地
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2
京都府京丹後市峰山町長岡554番地の1
京都府京丹後市弥栄町鳥取1949番地
京都府京丹後市網野町浅茂川206番地
京都府京丹後市丹後町間人269番地の6
京都府京丹後市大宮町三坂146番地の1
兵庫県豊岡市上佐野1410番地の3
大阪市中央区城見二丁目1番5号
京都市中京区西ノ京東中合町42番地
京都府京丹後市網野町郷1196番地
京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地
大阪府吹田市江の木町1番6号
大阪府吹田市江の木町1番6号
東京都新宿区市谷八幡町16番
埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目4番12号
大阪府柏原市本郷五丁目3番28号
京都府京丹後市峰山町菅396番地1
滋賀県大津市神出開町260番地の68
京都府京丹後市峰山町菅108番地の1
京都府京丹後市大宮町口大野314番地の1

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

153 株式会社川口金属

役職名
支店長
店長
代表取締役

154 株式会社川崎技研

代表取締役社長

155 有限会社川崎商店

172 カンゼ航測株式会社

取締役
代表取締役
代表取締役
代表者
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
所長
所長
代表執行役
代表取締役
代表取締役

173 株式会社管総研

代表取締役社長

174 株式会社関電パワーテック

代表取締役社長

151 鎌長製衡株式会社 大阪支店
152 株式会社河合楽器製作所 舞鶴店

156 株式会社川戸自工
157 株式会社川戸石油
158 川戸無線
159 株式会社環境開発
160 株式会社環境総合リサーチ
161 環境テクノス株式会社
162 株式会社環境テクノス
163 株式会社かんこう 京都支店
164 株式会社関西
165 株式会社関西空調
166 株式会社関西計画技術研究所
167 関西データシステム株式会社
168 一般財団法人関西電気保安協会 北京都営業所
169 一般財団法人関西電気保安協会 豊岡営業所
170 関西電力株式会社
171 関西日立株式会社

175 神野無線

代表
代表取締役
株式会社キクチコンサルタント 京丹後営業所 所長
株式会社キクテック 大阪支店
支店長
株式会社技研サービス
代表取締役
株式会社気象工学研究所
代表取締役社長
株式会社ぎじろくセンター
代表取締役
株式会社議事録発行センター
代表取締役
キステム株式会社 京都支社
支社長
有限会社北近畿エコロジー
代表取締役
北日本コンピューターサービス株式会社 代表取締役
有限会社キッズいわき
代表取締役
株式会社木下抗菌サービス
代表取締役
株式会社規文堂
代表取締役
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 京都支店 支店長
CAMEL株式会社
代表取締役
株式会社キャンサースキャン
代表取締役
久進社印刷
代表者
京銀リース・キャピタル株式会社
代表取締役
株式会社京信システムサービス
代表取締役
株式会社ぎょうせい 関西支社
支社長
株式会社京丹後エネルギー
代表取締役
京丹後市総合サービス株式会社
代表取締役
株式会社京都医療設計
代表取締役社長
株式会社京都イングス 京丹後営業所 所長
株式会社京都ウィード
代表取締役

176 株式会社カンポ
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

代表者氏名
小森 宏治
草間 康弘
川口 和彦
田中 秀任
川崎 博三
川戸 幸夫
川戸 亮
川戸 卓夫
中村 覚人
竹松 伸一郎
武藤 大志郎
後藤 敏輝
所 義和
久富 諭治
杉本 誠
上野 泉
山本 清治
大八木 圭一
藤本 隆弘
森本 孝
橋詰 秀彦
川本 雅彦
川久保 知一
中島 宏
正垣 錬二郎
横山 秀昭
依田 茂明
山口 康雄
棚橋 泰之
小久保 鉄也
白井 義美
友野 泰志
藤沢 敏孝
辻 真通
江畑 佳明
岩城 敏之
川村 卓也
東郷 尚文
谷元 弘峰
太田 伸吾
福吉 潤
嶋貫 耕策
竹中 伸一
岡田 敬三
清水 恭二
山本 普
新井 清宏
大橋 一宏
大槻 健
安田 修司
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所在地
大阪府吹田市広芝町10番28号 オーク江坂ビル
京都府舞鶴市森町16番地の11
京都府京丹後市大宮町奥大野520番地
福岡市南区向野一丁目22番11号
兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番45号
京都府京丹後市丹後町間人360番地の1
京都府京丹後市丹後町間人305番地
京都府京丹後市丹後町間人2126番地の2
京都府京丹後市久美浜町畑616番地
京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9号
京都市伏見区中島河原田町30
兵庫県朝来市和田山町林垣221番地の1
京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709

京都府舞鶴市字市場202番地10
京都市右京区梅津堤下町7番地
大阪市中央区天満橋京町1番26号
大阪市西区江之子島一丁目7番3号
京都府福知山市前田新町151番地
兵庫県豊岡市福田1201番地8
大阪市北区中之島三丁目6番16号
大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 肥後橋シミズビル4階

大阪市中央区南船場一丁目7番8号
兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号
大阪市中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル

京都府京丹後市久美浜町浦明1021番地
京都市伏見区羽束師古川町233番地
京都府京丹後市峰山町杉谷小字立長990番地
大阪府東大阪市横小路町六丁目10番4号
岐阜市宇佐南三丁目6番20号
大阪市西区京町堀一丁目8番5号
山口県宇部市大字西岐波1540番地の12
岡山市北区高柳西町1番23号
京都市下京区烏丸通松原上ル東側
京都府京丹後市久美浜町佐野830番地の1
秋田市南通築地15番32号
京都府宇治市宇治妙楽31番地
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1
京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338番地

兵庫県豊岡市桜町10番11号
東京都品川区西五反田一丁目3番8号
京都府京丹後市久美浜町2920番地
京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地
京都市南区東九条烏丸町5番地2
大阪市中央区谷町三丁目1番9号
京都府京丹後市久美浜町68番地の1
京都府京丹後市弥栄町溝谷3464番地
京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル
京都府京丹後市峰山町杉谷立長990番地 209号室

京都市伏見区竹田藁屋町50番地

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名

201 京都植野商会
202 株式会社協働管財 大阪営業所

208 京都電業株式会社 福知山支店

営業所長
代表取締役
代表取締役
理事長
代表取締役
代表社員
支店長

209 京都電子計算株式会社

代表取締役社長

210 一般社団法人京都微生物研究所

理事長

203 株式会社京都衛生開発公社
204 京都工業株式会社
205 一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会
206 有限会社京都さくら観光
207 京都税理士法人

211 京都日野自動車株式会社 あやべ支店 支店長
212 一般財団法人京都予防医学センター 会長
213 株式会社京ボウ

代表取締役
代表取締役
共立機巧株式会社
代表取締役
協和事務機
代表
協和テクノロジィズ株式会社 京都営業所 所長
株式会社極東技工コンサルタント 京丹後事務所 所長
極東サービス株式会社 大阪営業所 所長
桐田機工株式会社
代表取締役社長
近畿音響工業株式会社
代表取締役
近畿工業株式会社
代表取締役
株式会社近畿地域づくりセンター 福知山支店 支店長
シンク・エンジニアリング株式会社 関西支店 支店長
キングラン関西株式会社
代表取締役
キンパイ商事株式会社
代表取締役
クアナ技研株式会社
代表取締役
株式会社クボタ
代表取締役
株式会社クマヒラ 京都支店
支店長
クマリフト株式会社 京都営業所
所長
久美浜観光バス有限会社
代表取締役
有限会社久美浜自動車
代表取締役
雲山商店
代表
株式会社倉本産業 大阪支店
支店長
株式会社グリーンエコ
代表取締役
有限会社クリーンテック
代表取締役
株式会社クリーンメンテナンス
代表取締役
グローリー株式会社 京都営業所
所長
株式会社ケアコム 大阪第2支店
支店長
株式会社ケイ・エス分析センター
代表取締役
KSS株式会社
代表取締役
ケイコン株式会社
代表取締役社長
株式会社ケイズ
代表取締役
株式会社ケーエスケー 舞鶴支店
支店長
株式会社ケーケーシー情報システム 代表取締役社長
株式会社KBS 京都営業所
所長
株式会社建設技術研究所 京都事務所 所長
小井塚清掃
株式会社虹映社 京都支店
京都支店長
株式会社光栄ビルメンテナンス
代表取締役社長

214 株式会社京宝ベビー
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

代表者氏名
髙橋 裕佳子
秋山 一峰
髙橋 信吾
吉川 晃
秋山 敏章
山岡 精紀
江後 慎太郎
奈良井 修
山本 忠道
大藪 正樹
森田 博典
松井 道宣
大田 正樹
服部 憲幸
西田 憲司
小谷 秀
揚戸 洋支
田中 孝一
桑村 貴裕
山田 健
内林 義治
田中 恒良
柳瀬 勝久
西﨑 健作
松原 達也
松浦 英男
新井 節雄
北尾 裕一
魚住 雅啓
仲野 正広
小國 徳人
大植 保
雲山 武
森田 克正
岡村 雅明
竹部 敏
中島 清一
三原 健
國分 崇史
浅野 昭
深澤 重幸
荒川 崇
熊井 隆裕
福田 薫
松下 直弘
寺嶋 伊代子
秋月 憲夫
小井塚 順也
川口 義夫
加茂前 尚彦
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所在地
京都市山科区四ノ宮泓15番地4
大阪市北区同心一丁目10番2号
京都府向日市森本町高田31番地
京都市伏見区深草下横縄町15番地
京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の1

京都府京丹後市久美浜町丸山58番地
京都市南区吉祥院九条町30番地1 江後経営ビル
京都府福知山市土師宮町二丁目18番地
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地
京都市山科区川田御出町3番地の4
京都府綾部市下八田町中溝3番地1
京都市中京区西ノ京左馬寮町28番地
京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町481番地の1

大阪府枚方市長尾家具町一丁目5番25号
名古屋市中村区岩塚本通三丁目3番地
京都府京丹後市久美浜町芦原806番地
京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地

京都府京丹後市峰山町荒山179番地の3－101号
兵庫県尼崎市東難波町五丁目9番1号
京都市山科区大宅御供田町193番地4
京都市伏見区深草西浦町八丁目61番地
大阪市北区東天満二丁目6番5号
京都府福知山市駅南町二丁目270番
京都府京丹後市久美浜町1094番地4
大阪府吹田市南吹田五丁目1番12号
大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 SORA新大阪21・1401室

京都市中京区西ノ京東中合町28番地
大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713番地
京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町747番地の32

京都府京丹後市久美浜町佐野884番地の1
京都府京丹後市久美浜町76番地の1
京都府京丹後市久美浜町谷545番地
大阪市中央区本町二丁目1番6号
大阪市中央区南船場一丁目17番11号 上野BRビル

京都府京丹後市峰山町長岡1132番地
京都府京丹後市久美浜町畑618番地の1
京都市伏見区竹田向代町川町29番地の9
大阪市中央区南船場二丁目11番20号 GATO三休橋ビル3F

大阪府富田林市錦織南二丁目9番2号
東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号
京都市伏見区淀本町225番地
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474番地

京都府舞鶴市字福来222番地
京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の3

京都府木津川市相楽城西71番地1-225
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地

京都府京丹後市丹後町間人4693番地
京都市上京区主税町1101番地
京都府舞鶴市字引土184番地の5

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

代表者氏名
若松 秀明
252 神戸綜合速記株式会社
藤岡 亮介
253 株式会社光楽堂
関 雅夫
254 株式会社コークス
日出木 良一
255 国際航業株式会社 京都支店
山内 清文
256 国土情報開発株式会社
代表取締役社長 羽田 寛
257 コクヨ山陽四国販売株式会社 北近畿営業所 統括責任者
伊賀 敏幸
258 株式会社コザイ印刷所
代表取締役 高井 盛作
259 コスモ工機株式会社 大阪支店
大阪支店長 杉田 充
260 コスモ電子通信株式会社
代表取締役 土橋 和美
261 株式会社コスモリサーチ 大阪支店 支店長
岩田 登
262 株式会社コトブキ 京都営業所
所長
荻田 太郎
263 コトブキシーティング株式会社 関西支店 支店長
木元 幹彦
264 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 代表取締役社長 古瀬 弘康
265 株式会社小西神野
代表取締役 小西 悦治
266 小西自動車株式会社
代表取締役 木村 亮
267 有限会社コマキデンキ
代表取締役 小牧 圭太
268 株式会社コメリ
代表取締役 捧 雄一郎
269 株式会社小森オート
代表取締役 小森 修
270 株式会社小山商会 京都営業所
所長
池田 直幸
271 株式会社五輪
代表取締役 宮本 岳司朗
272 金剛株式会社 大阪支店
支店長
岩﨑 輝信
273 コンピュータ・システム株式会社
代表取締役 木村 厚文
274 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 大阪事務所長 中村 光明
275 サイエンスマイクロ株式会社
代表取締役 西田 晃幸
276 雑賀電気設備管理事務所
代表
雜賀 栄一
277 西戸崎興産株式会社 関西営業所 所長
東村 憲和
278 西都速記株式会社
代表取締役 上野 佳之
279 株式会社サイバーリンクス 海南支店 支店長
比嘉 克久
280 サカエ産業株式会社
代表取締役 張本 章朗
281 佐川急便株式会社 京都支店
支店長
須田 充一
282 株式会社さくらケーシーエス
取締役社長 神原 忠明
283 株式会社雀部丸鐡
代表取締役 雀部 智也
284 株式会社さとゆめ
代表取締役 嶋田 俊平
285 株式会社サブスパイア
代表取締役 チャーチル ライリー
286 サラダ館網野店
徳本 ゆり子
287 サン株式会社
代表取締役 林谷 英司
288 株式会社三輝
代表取締役 中道 高司
289 三機環境サービス株式会社 大阪営業所 所長
立花 久生
290 三輝興産株式会社 京たんごリサイクルセンター 京丹後営業所 所長 中垣 浩二
291 株式会社サンクス・レント
代表取締役 甘水 幸男
292 三晃工業株式会社
代表取締役 山梶 章
293 三恒商事株式会社
代表取締役 里井 和行
294 株式会社サンコンタクトレンズ
代表取締役 笹川 泰弘
295 株式会社三字屋楽器店
代表取締役 小林 喜拓
296 株式会社三笑堂 舞鶴支店
支店長
橋口 直人
297 株式会社三成
代表取締役 富永 裕次
298 三精工事サービス株式会社
代表取締役 畑中 祐介
299 三精テクノロジーズ株式会社
代表取締役 良知 昇
300 三丹調理機
代表
中村 敦夫
251 株式会社広済堂ネクスト

役職名
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
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所在地
大阪市中央区高麗橋四丁目4番1号 興銀ビル2Ｆ
神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号
京都市左京区北白川西町82番地
京都府福知山市土師宮町二丁目133番地
京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338(京阪四条河原町ビル）

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号
兵庫県豊岡市寿町9番5号
京都府舞鶴市字京田139番地
大阪市淀川区西宮原二丁目7番38号 新大阪西浦ビル305号室

大阪府松原市天美西四丁目175番4号
大阪市住吉区長居四丁目12番21号
京都市山科区椥辻中在家町8番地の1 シード山科中央ビル4F

大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー15F

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
京都府京丹後市久美浜町神崎1396番地
京都府京丹後市久美浜町小桑143番地
京都府京丹後市大宮町周枳1660番地
新潟市南区清水4501番地1
京都府京丹後市峰山町長岡1718番地の1
京都府久世郡久御山町大橋辺8番地の5
富山市奥田新町12番3号
大阪市中央区伏見町四丁目4番10号 新伏見町ビル2F

京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3
大阪市北区天満橋一丁目8番30号
神戸市北区有野町唐櫃3256番地の1
兵庫県豊岡市倉見6番地の2
大阪府枚方市尊延寺六丁目31番6-105号
大阪市淀川区西中島五丁目6番13号
和歌山県海南市南赤坂7番地1
京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地
京都市南区上鳥羽角田町68番地
神戸市中央区播磨町21番1
京都府福知山市字堀2712番地
東京都千代田区九段南四丁目7番16号
京都府京丹後市久美浜町葛野368番地の8
京都府京丹後市網野町網野182番地
兵庫県姫路市安田一丁目6番地
大阪市北区同心一丁目10番12号
大阪市淀川区宮原三丁目4番30号
京都府京丹後市大宮町口大野430番地
大阪府枚方市禁野本町一丁目16番1号203
大阪市大正区鶴町二丁目15番26号
大阪市西区新町一丁目10番2号
京都市下京区中堂寺庄ノ内町46番1
京都府福知山市字内記51番地
京都府舞鶴市溝尻町39-1番地
京都府京丹後市峰山町菅93番地の1
大阪市北区池田町1番43号 三精ビル
大阪市淀川区宮原四丁目3番29号
京都府京丹後市峰山町菅197番地の13

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名
代表取締役
サンテック株式会社
代表取締役
株式会社三豊
代表取締役
株式会社三洋商事 網野営業所
営業所統括
株式会社サン・ライティング
代表取締役
株式会社サンリーク
代表取締役
三和エレベータサービス株式会社
代表取締役
株式会社サンワコン 京都支店
支店長
有限会社ジー・シー・ピー
代表取締役
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 京滋支店 支店長
株式会社GSユアサ 京都営業所
所長
株式会社GSユアサ環境科学研究所 代表取締役
株式会社CTIウイング
代表取締役社長
株式会社G‐Place 大阪支店
支店長
シーメンスヘルスケア株式会社 京滋営業所 営業所長
JRCシステムサービス株式会社 関西支店 支店長

代表者氏名
福地 京子
302
房野 哲雄
303
井上 智秋
304
澤 眞人
305
谷村 朋昭
306
小東 雅彦
307
池田 篤
308
小田 豊和
309
松尾 直樹
310
山岸 賛
311
菅沼 和雄
312
伊藤 隆
313
山根 伸之
314
古川 輝雄
315
吉村 賢吾
316
村上 利夫
317 株式会社ジェイアール東海エージェンシー 京都支社 執行役員京都支社長 上ノ町 清
318 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 代表取締役
土肥 弘明
319 株式会社ジェイアクア
代表取締役 朝倉 和夫
320 ジェイエムシー株式会社 大阪支店 大阪支店長
仁木 海渡
321 ジェイフィルム株式会社
代表取締役社長 五十君 猛
322 株式会社JECC
専務取締役 依田 茂
323 株式会社GEOソリューションズ
代表取締役 藤井 達司
324 一般社団法人システム科学研究所 専務理事
丹下 真啓
325 株式会社システムディ
代表取締役 藤田 雅己
326 株式会社システムリサーチ 福知山支店 支店長
足立 和明
327 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 近畿支店 支店長
大村 暎貴
328 株式会社ジチタイアド
代表取締役 時津 孝康
329 シティコンピュータ株式会社 大阪支社 大阪支社長
川原 康宏
330 信濃化学工業株式会社
代表取締役 小野 大輔
331 志摩機械株式会社 弥栄営業所
所長
梅田 博司
332 島津システムソリューションズ株式会社 代表取締役
徳増 安則
333 株式会社島津製作所 京都支店
支店長
大屋 重弘
334 島津メディカルシステムズ株式会社 京都北出張所 所長
福地 都茂
335 清水印刷
代表者
清水 佑真
336 株式会社清水合金製作所 大阪営業所 所長
内匠 宏彰
337 株式会社事務機のサカモト
代表取締役 坂本 裕
338 株式会社四門 奈良支店
支店長
鈴木 敏則
339 シャープマーケティングジャパン株式会社 取締役
美甘 將雄
340 株式会社社会保険出版社
代表取締役 髙本 哲史
341 写測エンジニアリング株式会社 京都営業所 所長
大丸 洋一
342 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役
藤原 壮督
343 有限会社上古モータース
代表取締役 上古 明弘
344 株式会社上智 京都支店
支店長
神島 和也
345 株式会社城南開発興業
代表取締役 上田 啓
346 株式会社浄美社
代表取締役 滋野 好史
347 昭和株式会社 京都営業所
所長
熊木 敏之
348 株式会社昭和リーブス 丹後支店
支店長
堀 善徳
349 ジョンソンコントロールズ株式会社 大阪支店 支店長
小玉 尚文
350 株式会社白石バイオマス
代表取締役 荻野 晴彦
301 サンテクノサービス株式会社
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所在地
大阪市北区南森町二丁目4番32号
大阪府和泉市池田下町1883番地の1
愛知県豊橋市西山町字西山328番地
京都府京丹後市網野町小浜77番地の2
神戸市中央区多聞通三丁目3番16号
大阪市淀川区宮原一丁目19番23号
京都市中京区間之町通二条上る夷町575番地
京都府福知山市字厚9番地
京都府京丹後市大宮町周枳1537番地の2
京都市伏見区竹田段川原町236番地 竹田駅前第一ビル

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地
京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5番地
大阪市中央区道修町一丁目6番7号
大阪市淀川区宮原四丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル13F
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2 太陽生命御池ビル5F

大阪市北区梅田三丁目4番5号
京都市南区西九条小寺町7番地の7
大阪市淀川区西中島五丁目4番20号
東京都渋谷区神南一丁目5番14号
大阪市福島区福島七丁目20番1号 KM西梅田ビル14F

東京都千代田区東神田二丁目5番15号
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
兵庫県西宮市和上町1番31号
京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428番地 新町アイエスビル

京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地
京都府福知山市南本町210番地の18 KRBLDG2F
大阪市西区南堀江一丁目12番19号 四ツ橋スタービル9階

福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
大阪市福島区野田五丁目17番22号 大拓ビル3階
長野市桐原一丁目2番12号
京都府京丹後市弥栄町溝谷5447番地
京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地
京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地
京都府舞鶴市上安久227番地の4 第2多田ビル1階
京都府京丹後市峰山町杉谷454番地
大阪市西区新町一丁目27番5号 四ツ橋クリスタルビル5階

兵庫県豊岡市昭和町2番56号
奈良市油阪町11番地の4
大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号
東京都千代田区神田猿楽町一丁目5番18号
京都市伏見区瀬戸物町732番地の301
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

京都府京丹後市網野町網野1509番地
京都府亀岡市千代川町高野林北ン田1番地13
京都府八幡市八幡軸68番地7
京都市右京区太秦川所町7番地100
京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633番地

京都府京丹後市大宮町河辺3751番地の1
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目1番43号 あべのハルカス27階

京都府京丹後市峰山町荒山225番地

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

351 株式会社新映社
352 株式会社シンク
353 株式会社神鋼環境ソリューション
354 神鋼環境メンテナンス株式会社
355 新興弇栓株式会社
356 新日本管検工業有限会社
357 株式会社新日本コンサルタント 大阪支店
358 新明和アクアテクサービス株式会社 関西センター
359 株式会社神陵文庫
360 シンレキ工業株式会社 関西事業所
361 株式会社水機テクノス 大阪営業所
362 株式会社スイス村管理組合
363 株式会社スイタ情報システム 豊岡営業所
364 水中エンジニアリング株式会社
365 水道機工株式会社 大阪支店
366 水ingエンジニアリング株式会社 西日本支店
367 株式会社スズケン 北京都支店
368 株式会社スタジオ三十三
369

株式会社スマートバリュー クラウドイノベーションDivision

370 住友重機械エンバイロメント株式会社 大阪支店
371 巣守金属工業株式会社
372 スリーエイ工業株式会社
373 株式会社スローフォワード
374 株式会社誠宇ジャパン
375 株式会社成研
376 税理士法人広瀬
377 税理士法人森田会計事務所
378 株式会社清流メンテナンス
379 西菱電機株式会社 大阪支社
380 世界産業株式会社
381 セコム株式会社
382 全京都建設協同組合
383 株式会社選挙設備関西
384 全国農業協同組合連合会 京都府本部
385 セントラル映電株式会社
386 株式会社ゼンリン 京都営業所
387 ソイル工業株式会社
388 株式会社総合環境計画 京都事務所
389 株式会社総合計画機構
390 綜合警備保障株式会社 京都支社
391 株式会社創和
392 ソーシャルアドバンス株式会社
393 株式会社ソフトウェア・サービス
394 株式会社ソラスト 北近畿支社
395 ソリマチ株式会社
396 第一環境株式会社 関西支店
397 第一法規株式会社
398 大栄環境株式会社
399 株式会社ダイカン
400 株式会社タイキ

役職名
代表取締役
取締役社長
取締役社長
代表取締役
取締役社長
取締役
支店長
所長
代表取締役
所長
所長
代表取締役
取締役
代表取締役
支店長
支店長
支店長
代表取締役
ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ
支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表社員
代表社員
代表取締役
支社長
代表取締役
代表取締役
代表理事
代表取締役

代表者氏名
谷利 嘉信
丸山 秀明
大濱 敬織
箕輪 元
福原 能敬
渡海 優
大西 克明
池田 紀洋
長谷川 真吾
小池 一弥
田代 順一
大江 俊太郎
河村 吉則
白石 光夫
上村 剛弘
中村 一之
松嶺 政成
井上 喜代志
大脇 正人
井本 秀樹
巣守 佳之
安井 昌市
筒井 勇雄
中原 恵子
成田 克永
廣瀨 翼
森田 務
宮沢 亨治
川端 真史
榎並 巧二
尾関 一郎
田中 守
埴田 美佐子
丹後統括センター長 加藤 英之
代表取締役 角矢 恭助
所長
川﨑 晴信
代表取締役 安土 又也
所長
赤井 裕
代表取締役 水上 貴之
支社長
三浦 学
代表取締役 石住 義光
代表取締役 伴 裕美
代表取締役 宮崎 勝
支社長
大山 太計雄
代表取締役 反町 秀樹
関西支店長 長瀬 大佑
代表取締役社長 田中 英弥
代表取締役 金子 文雄
代表取締役 吉村 太郎
代表取締役 矢野 幸吉
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所在地
京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120
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

神戸市中央区脇浜町一丁目4番78号
神戸市中央区磯上通二丁目2番21号
大阪市西区新町三丁目13番4号
兵庫県伊丹市南本町七丁目1番1－606号
大阪市天王寺区堀越町10番12号 加藤ビル3階
兵庫県芦屋市打出町7番18号
神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号
奈良市針ヶ別所町147番地の1
大阪府吹田市江坂町一丁目23番5号
京都府京丹後市丹後町徳光3144番地
兵庫県豊岡市城南町12番40号 同栄ビル1F
大阪府豊中市東寺内町17番7
大阪府吹田市江坂町一丁目23番26号
大阪市淀川区西中島七丁目1番5号 辰野新大阪ビル

京都府福知山市字堀2100番地の4
京都市伏見区竹田松林町11番地
大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル14階

大阪市北区中之島二丁目3番33号
広島市南区出島一丁目34番7号
京都府京丹後市網野町新庄710番地の1
大阪府東大阪市若江東町二丁目7番3-901号
千葉市花見川区犢橋町1572-1
京都市伏見区下鳥羽広長町226番地
京都市中京区両替町通押小路上る金吹町465番地
奈良市油阪町456番地 第2森田ビル4階
大阪府吹田市垂水町三丁目5番9号
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
大阪府泉佐野市南中樫井473番地の1
東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
京都市西京区樫原盆山13番地の1
大阪府茨木市南春日丘七丁目2番9号
京都府京丹後市峰山町荒山大坪397番地
大阪市浪速区元町一丁目1番20号 新賑橋ビル5階
京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 京都幸ビル4F

大阪市淀川区西中島六丁目9番27号
京都市伏見区京町五丁目94番地
大阪市中央区谷町二丁目2番22号
京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル2階

東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号
神戸市中央区東町123番地の1
大阪市淀川区西宮原二丁目6番1号
京都府福知山市篠尾新町一丁目77番2号 KOWAビル2F

新潟県長岡市表町一丁目4番地24
大阪市淀川区西中島六丁目8番8号
東京都港区南青山二丁目11番17号
大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号
大阪市鶴見区焼野三丁目2番79号
大阪市天王寺区寺田町一丁目1番2号

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

代表者氏名
齋藤 昭
402 ダイキン工業株式会社 西日本サービス部 西日本サービス部長 東野 哲弥
403 大新東株式会社 滋賀営業所
所長
多良 和也
404 株式会社大測システック
代表取締役 福岡 耕平
405 大東産業株式会社 大阪支店
支店長
森 幹彦
406 大日本コンサルタント株式会社 京都営業所 所長
梶原 興一
407 太陽工業株式会社 大阪本社
総務人事部長 田中 洋
408 大洋厨房株式会社
代表取締役 西村 均
409 大和電設工業株式会社
代表取締役 栩谷 泰輝
410 大和リース株式会社 京都支店
支店長
大林 徳丈
411 株式会社高浄
代表取締役 長井 正樹
412 高千穂商事株式会社
代表取締役 牧野 正明
413 株式会社タカミ
代表取締役 飯田 顕嗣
414 株式会社たけびし
取締役社長 小倉 勇
415 株式会社タケミ・コーポレーション
代表取締役 廣瀨 丈巳
416 竹森鐵工株式会社
代表取締役 竹森 寛
417 株式会社但馬環境
代表取締役 伊藤 仁
418 但馬重機株式会社 福知山店
店長
石原 宏之
419 株式会社ダスキンクラウン
代表取締役 加藤 晋吾
420 株式会社タック谷津
代表取締役 森 譲
421 株式会社たつみ印刷
代表取締役 巽 真渉
422 株式会社ダテ・メディカルサービス
代表取締役 伊達 純一
423 株式会社タナカ関西ディスプレイ
代表取締役 田中 司郎
424 田中電気株式会社 西日本支店
支店長
小村 光次
425 タニコー株式会社 福知山営業所
所長
坂本 正浩
426 谷水加工板工業株式会社
代表取締役 谷水 ゆかり
427 玉野総合コンサルタント株式会社 京都事務所 所長
西村 正勝
428 丹栄自動車工業株式会社
代表取締役 東 裕行
429 株式会社丹後衛生公社
代表取締役 足立 俊治
430 株式会社丹後企画
代表取締役 谷口 典人
431 丹後水道株式会社
代表取締役 松﨑 敏光
432 丹後橋立交通株式会社
旅客事業部 係長 山本 孝之
433 株式会社丹後北都公社
代表取締役 八木 由美子
434 丹後北都不動産株式会社
代表取締役 八木 末男
435 株式会社丹後松島オート
代表取締役 井上 照博
436 株式会社丹新ビルサービス
代表取締役 新庄 昭仁
437 株式会社丹青社 関西支店
関西支店長 大岩 典文
438 株式会社地域科学研究所 京都事務所 京都事務所長 寺田 充伸
439 株式会社地域計画建築研究所
代表取締役 中塚 一
440 株式会社地域経済研究所
代表取締役 井上 浩一
441 株式会社地域社会研究所
代表取締役社長 大橋 浩
442 株式会社地域未来研究所 京都営業所 所長
小野田 敦
443 地中エンジニアリング株式会社 大阪営業所 所長
飯田 俊也
444 株式会社中央クリエイト 京都営業所 所長
飛田 和伯
445 株式会社中央設計技術研究所 京都事務所 所長
福島 幸三
446 中外テクノス株式会社 関西支社
支社長
永曽 将人
447 株式会社中国パラテックス
代表取締役 前川 直樹
448 中部電力ミライズ株式会社
代表取締役社長執行役員 大谷 真哉
449 株式会社長大 大阪支社
支社長
小川 二郎
450 株式会社辻建設
代表取締役 辻 真通
401 株式会社大軌

役職名
代表取締役
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所在地
大阪府東大阪市箱殿町5番8号
大阪市北区錦町4番82号 延原倉庫内
滋賀県守山市梅田町二丁目1番1号
大阪市中央区安土町一丁目7番13号 トヤマビル本館6階

大阪府東大阪市吉原一丁目7番17号
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161番地

大阪市淀川区木川東四丁目8番4号
滋賀県大津市木下町18番8号
京都市南区吉祥院池ノ内町83番地
京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地
大阪府高槻市須賀町47番19号
東京都港区虎ノ門五丁目3番20号415
静岡県磐田市匂坂上309番地2
京都市右京区西京極豆田町29番地
大阪府堺市西区山田二丁目191番地1
兵庫県朝来市和田山町土田285番地
兵庫県豊岡市市場52番地の2
京都府福知山市岩井783番地1
京都府福知山市問屋町20番地の8
京都府京丹後市網野町網野1054番地の3
京都府京丹後市峰山町杉谷1071番地の1
京都市伏見区竹田北三ツ杭町48番地
大阪府東大阪市中新開一丁目6番14号
大阪市中央区久太郎町一丁目9番5号 SD堺筋本町ビル7階

京都府福知山市字堀小字今岡2719番地の17
兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地の1
京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338番地

京都府京丹後市網野町網野2690番地の1
京都府京丹後市網野町網野655番地の1
京都府京丹後市網野町網野60番地の1
京都府京丹後市峰山町安144番地
京都府京丹後市大宮町谷内1515番地
京都府京丹後市峰山町新町106番地
京都府京丹後市峰山町新町115番地
京都府京丹後市丹後町上野310番地
京都府福知山市東羽合町164番地
大阪市北区大深町3番1号
京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館

京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82番地
大阪市中央区石町一丁目1番1号 天満橋千代田ビル2号館5階
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町228番地 アオイビル
京都市中京区新町通四条上ル小結棚町426番地 新町錦ビル7階

大阪市北区西天満三丁目13番18号
京都府福知山市かしの木台二丁目44番地
京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121番地 美濃利ビル3階

大阪市淀川区西中島七丁目1番5
岡山市南区新保1116番地の7
名古屋市東区東新町1番地
大阪市西区新町二丁目20番6号
京都府京丹後市久美浜町佐野838-2番地

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名

代表者氏名
蓬莱 智之
452 都築電気株式会社 大阪支店
執行役員常務支店長 磯部 浩
453 坪国造園有限会社
代表取締役 坪倉 国男
454 坪田商事株式会社 丹後支店
支店長
平田 友光
455 株式会社TSエンジニアリング
代表取締役 隠岐 徹
456 TSP太陽株式会社 大阪支店
大阪支店長 杉本 裕紀
457 株式会社TCE
代表取締役 相馬 宏至
458 ティーメディクス株式会社
代表取締役 藤井 啓祐
459 株式会社ディエスジャパン 京都店 京都店店長
野村 一也
460 株式会社TKC
代表取締役社長 飯塚 真規
461 帝人ヘルスケア株式会社
代表取締役 藤川 佳久
462 株式会社ディンズ環境分析センター 代表取締役
亀本 和成
463 株式会社データホライゾン
代表取締役 内海 良夫
464 テクノ・マインド株式会社
代表取締役社長 阿部 忠彦
465 株式会社テクノスジャパン 関西支店 支店長
三小田 和則
466 テスコ株式会社
代表取締役 髙橋 久治
467 株式会社テスコム 大阪営業所
所長
田平 俊彦
468 株式会社テスティパル
代表取締役 藤井 俊成
469 テックス・カンポ株式会社
代表取締役 後藤 宜志
470 テラル株式会社 大阪支店
支店長
若林 聡
471 テルウェル西日本株式会社 関西支店 みやこ営業支店 営業支店長
石田 勝則
472 株式会社テレワーク
代表取締役 八瀬 誠
473 有限会社土井サービス
代表取締役 土井 博之
474 東映株式会社 教育映像部関西営業推進室 室長
大東 駒吉
475 東海リース株式会社 京滋営業所
所長
東 大樹
476 東京インタープレイ株式会社
代表取締役 米田 英輝
477 東京センチュリー株式会社
代表取締役 野上 誠
478 東京テクニカル・サービス株式会社 西日本支店 支店長
田場 裕一
479 東京反訳株式会社 大阪支店
支店長
吉條 一
480 株式会社東京法規出版
代表取締役 菅 国典
481 東京法令出版株式会社
代表取締役 星沢 卓也
482 東芝エレベータ株式会社 関西支社 常務支社長
池田 裕紀
483 東洋計器株式会社 大阪支店
支店長
藤井 拓哉
484 株式会社東洋食品
代表取締役 荻久保 英男
485 東洋メンテナス株式会社
代表取締役社長 尾曲 浩明
486 東和コンサルタント株式会社 関西営業所 所長
玉腰 豊
487 東和薬品株式会社 福知山営業所 所長
茶谷 篤
488 株式会社トーケミ
代表取締役 細谷 一彦
489 株式会社トータルメディア開発研究所 代表取締役
山村 健一郎
490 トーテックアメニティ株式会社 大阪事業所 所長
大橋 卓也
491 有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 事務所長
河津 誠司
492 株式会社ドーン
代表取締役 宮崎 正伸
493 株式会社トクスイ 大阪営業所
所長
滝本 太一郎
494 株式会社図書館流通センター
代表取締役 細川 博史
495 トッパン・フォームズ株式会社 関西事業部 第一営業本部 京都営業所 所長
河合 昭知
496 土肥水道
代表者
土肥 八一
497 トミタ環境株式会社
代表取締役 城山 恵二
498 冨田電気通信株式会社
代表取締役 冨田 耕二
499 トヨタL＆F近畿株式会社 綾部支店 支店長
増田 堅介
500 株式会社トヨタレンタリース京都
代表取締役 入江 清
451 都築テクノサービス株式会社 丹後営業所 所長
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所在地
京都府京丹後市大宮町周枳1975番地
大阪市北区中之島二丁目2番2号
京都府京丹後市網野町仲禅寺642番地
京都府京丹後市大宮町善王寺976番地の1
京都市右京区西京極大門町24番地1
大阪市淀川区木川東四丁目8番33号
兵庫県伊丹市北伊丹七丁目90番地2
東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
京都市西京区桂上野南町87番地
栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
三重県伊賀市治田3598番地の12
広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル

宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番11号
大阪市北区梅田一丁目11番4号1100 駅前第4ビル11-10号室

東京都千代田区西神田一丁目4番5号
大阪市淀川区西中島六丁目3番24号 北白石ビル西館4F

大阪市中央区南久宝寺町四丁目3番5号
京都市伏見区羽束師古川町243番地
大阪市西区靱本町一丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング3F
京都市南区西九条蔵王町30番地の1 大樹生命京都南ビル2階

大阪市中央区北浜三丁目1番6号
堺市美原区丹上494番地14
大阪市北区梅田一丁目12番6号
滋賀県大津市浜大津一丁目2番4号 生美屋ビル702

東京都中央区日本橋二丁目10番8号
東京都千代田区神田練塀町3番地
兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目3番18号
大阪市北区南森町二丁目2番9号 南森町八千代ビル７F-A

東京都文京区本駒込二丁目29番22号
長野市南千歳町1005番地
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目1番地43号
大阪府吹田市南金田一丁目8番8号
東京都台東区東上野一丁目14番4号
大阪府東大阪市本庄西一丁目10番24号
大阪府吹田市岸部北一丁目13番4号
京都府福知山市字岩井小字菖蒲谷86番地の17
大阪市淀川区田川北一丁目12番11号
東京都千代田区紀尾井町3番23号
大阪市北区堂島2丁目1番31号
大阪市中央区今橋四丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング

神戸市中央区磯上通二丁目2番21号 三宮グランドビル5F

堺市堺区向陵東町一丁9番5号104
東京都文京区大塚三丁目1番1号
京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595番地の3 大同生命京都ビル6階

京都府京丹後市弥栄町堤731番地
京都府宮津市字波路826番地
京都府京丹後市弥栄町和田野1321番地の3
京都府綾部市桜が丘3丁目7番1号
京都市南区吉祥院向田東町16番地

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

代表者氏名
椋野 俊之
502 内海エンジニアリング株式会社
安東 佳子
503 内外エンジニアリング株式会社 京丹後営業所
玉木 稔之
504 内海プラント株式会社
安東 佳子
505 有限会社中川印刷
中川 隆志
506 長瀬ランダウア株式会社
代表取締役社長 浅川 哲也
507 長田広告株式会社
代表取締役 長田 一郎
508 中西工業株式会社
代表取締役 中西 彰夫
509 株式会社中西製作所 京都営業所 所長
葛山 智之
510 株式会社ナカノ 選挙事業部 岡山営業所 所長
鹿嶋 浩史
511 長野ポンプ株式会社 大阪営業所
所長
東野 敏行
512 ナカバヤシ株式会社 大阪本社
本社長
長井 俊介
513 株式会社ナカムラ消防化学 大阪営業所 所長
中頭 徹男
514 中村被服工業株式会社
代表取締役 中林 申一
515 中山商事株式会社
代表取締役 中山 良
516 株式会社ナガワ 京都営業所
所長
森田 寛昌
517 株式会社南海廣告社
代表取締役 前田 実佐子
518 南海電設株式会社
代表取締役 大前 良平
519 有限会社西垣消防器具製作所
代表取締役 西垣 雅彰
520 株式会社ニシキ
代表取締役 西木 和巳
521 株式会社西日本エスエスシー
代表取締役 加藤 晋吾
522 株式会社西日本環境
代表取締役 溝口 立子
523 株式会社西日本技術コンサルタント 京都営業所 所長
中尾 要司
524 株式会社西日本水道センター 大阪支店 支店長
井上 啓
525 西日本電信電話株式会社 京都支店 支店長
重田 敦史
526 株式会社西原環境 関西支店
支店長
森 元裕
527 西村印刷株式会社
代表取締役 西村 隆史
528 株式会社ニチイ学館
代表取締役 森 信介
529 株式会社ニチジョー
代表取締役 上西 誠人
530 ニチレキ株式会社 滋賀営業所
所長
川竹 秀樹
531 日化メンテナンス株式会社 京都営業所 所長
西田 秀一
532 株式会社日環商事
代表取締役 浜井 由香利
533 株式会社ニック
代表取締役 松井 壮高
534 株式会社日建技術コンサルタント 京都北営業所 所長
野田 泰弘
535 株式会社ニッコク 関西支店
支店長
吉田 幸司
536 日清医療食品株式会社 近畿支店 支店長
小林 和則
537 日進設備工業株式会社
代表取締役 岡﨑 敏子
538 株式会社日展
代表取締役 田加井 徹
539 日本オーチス・エレベータ株式会社 京都支店 支店長
竹内 淳郎
540 日本カルミック株式会社
代表取締役 髙居 隆章
541 日本ケーブル株式会社 大阪支店
取締役大阪支店長 高橋 薫
542 日本船舶薬品株式会社 神戸支店 支店長
段 哲哉
543 日本電気株式会社 京都支社
京都支社長 林 誠一
544 日本電通株式会社
代表取締役社長 戸谷 典嗣
545 日本ドライケミカル株式会社 大阪支店 大阪支店長
中川 信夫
546 株式会社日本医学臨床検査研究所 代表取締役
勝間田 清人
547 有限会社日本一安い罠の店
代表取締役 三重野 丈一
548 株式会社日本医薬総合研究所
代表取締役 三津原 庸介
549 株式会社日本インシーク 京都北営業所 所長
麻野 裕昭
550 日本インパクト株式会社 京丹後DEPO 倉庫営業部
小谷 琢磨
501 株式会社ドリームホップ

役職名
代表取締役
代表取締役
所長
代表取締役
代表取締役

11/16

所在地
東京都千代田区飯田橋一丁目8番10号
岡山市東区楢原510番地
京都府京丹後市大宮町河辺3295番地(セタヴィアビル)

岡山市東区楢原510番地
京都府京丹後市峰山町御旅15番地
茨城県つくば市諏訪Ｃ22街区1
愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1
大阪府吹田市高城町2番1号
京都市伏見区竹田田中宮町15番地
岡山県倉敷市中島234番地10
大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル5階C号室
大阪市中央区北浜東1番20号
大阪市淀川区西三国一丁目2番37号
京都市下京区七条通西洞院西入大黒町231番地
京都府京丹後市峰山町杉谷657番地の1
京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 日土地京都ビル4階

大阪市浪速区難波中二丁目7番15号
大阪市浪速区日本橋東三丁目12番7号
兵庫県朝来市和田山町玉置461番地
京都府京丹後市峰山町杉谷627番地
京都府福知山市問屋町20番地の8
神戸市長田区長田町七丁目3番2号
京都府京丹後市網野町浅茂川115番地の31
大阪市淀川区宮原二丁目10番9号
京都市中京区烏丸三条上ル場之町604番地
大阪府箕面市船場東三丁目4番17号
京都府京丹後市網野町網野1052番地
東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地
兵庫県神戸市中央区港島南町四丁目7番地の8
滋賀県守山市勝部四丁目2番17号
京都府宇治市槇島町十一 96-3
石川県金沢市無量寺五丁目75番地
大阪府豊中市名神口三丁目7番14号
京都府福知山市猪崎360番地
和歌山県岩出市岡田998番地の1
京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル7F

高知市百石町四丁目11番6号
大阪市北区万歳町3番7号
京都市南区上鳥羽大物町28番地
東京都千代田区九段南一丁目5番10号
大阪市西区立売堀四丁目5番27号
神戸市中央区港島中町二丁目2番1号
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8番地 京都三井ビルディング

大阪市港区磯路二丁目21番1号
大阪市淀川区西宮原一丁目4番13号
京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10
大分県由布市挾間町来鉢2996番地2
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
京都府福知山市厚中町48番地
京都府京丹後市大宮町森本4051番地の1 森本工業団地内

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名
代表取締役
日本エンヂニヤ株式会社 滋賀営業所 営業所長
日本会計コンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社日本開発研究所三重
代表取締役
一般社団法人日本家族計画協会
代表理事理事長
特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 理事長
日本環境分析センター株式会社
代表取締役
日本機械工業株式会社 大阪営業所 所長
日本キャタピラー合同会社 北近畿営業所 営業所長
株式会社日本経営情報システム
代表取締役
日本原料株式会社 関西支店
支店長
日本光電工業株式会社 関西支社 支社長
日本国民食株式会社
代表取締役
株式会社日本サポートサービス
代表取締役
日本システム技術株式会社
代表取締役社長
日本水工設計株式会社 京都北事務所 所長
株式会社日本選挙センター
代表取締役
日本調理機株式会社 京都営業所 所長
日本電子計算株式会社 大阪支店 大阪支店長
株式会社日本都市計画研究所
代表取締役
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 代表取締役
日本ファイリング株式会社 大阪支店 取締役支店長
日本無線株式会社 関西支社
支社長
日本メディアシステム株式会社 関西支店 支店長
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 京都支店 支店長
日本旅行ビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役
株式会社日本レップス 関西営業所 所長
株式会社日本漏防コンサルタント 大阪営業所 所長
Next－i株式会社 名古屋支店
代表
野村エコテック株式会社
代表取締役
野村文具
代表者
野村薬局
店主
HARVEY株式会社
代表取締役
ハーベストネクスト株式会社
代表取締役
株式会社ハイファイブ
代表取締役
葉隠勇進株式会社 関西支店
支店長
ハクゾウメディカル株式会社
代表取締役
有限会社ハシノ工業
代表取締役
パシフィックコンサルタンツ株式会社 京都事務所 所長
株式会社パスコ 京都支店
支店長
八光海運株式会社
代表取締役
パナソニックLSエンジニアリング株式会社 近畿支店 支店長

551 株式会社日本ウォーターテックス
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

593 パナソニック産機システムズ株式会社 近畿支店
594
595
596
597
598
599
600

常務執行役員支店長

社長
浜岡カーステーション
代表者
浜宗産業株式会社
代表取締役
株式会社浜野商店
代表取締役
株式会社林自動車工業
代表取締役
株式会社ハヤシハウジング
代表取締役
株式会社阪神計器製作所 西宮支店 支店長

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 西日本社

代表者氏名
佐藤 亮
浅見 広人
吉岡 和守
庄司 勇木
三橋 裕行
奥村 明雄
中元 章博
岩崎 哲也
執行 直幸
市村 浩貴
瀬田 和俊
麻 浩則
市川 敏一
海瀬 光雄
平林 武昭
中嶌 博之
中村 公英
吉井 理嗣
一井 生也
岩溪 達朗
池 惠二
宮原 利彦
松原 秀治
田中 謙吾
石田 定雄
髙橋 秀実
岡崎 到
副島 修一
藤井 文彦
野村 拓也
野村 毅一
野村 一民
平林 貴
脇本 実
藤原 秀樹
鈴木 紀之
一橋 俊司
橋野 要
米谷 瑠皇
近藤 征博
足立 敏己
藤澤 武
出口 雅典
山口 和洋
濵岡 達矢
濵岡 衛
影山 均
林 善朗
林 喜照
前田 英俊
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所在地
埼玉県幸手市緑台一丁目19番11号
滋賀県東近江市中小路町551番1
東京都港区東新橋一丁目5番2号
三重県津市広明町121番地の2
東京都新宿区市谷田町一丁目10番地 保健会館新館

川崎市川崎区四谷上町10番6号
大阪府摂津市千里丘五丁目16番21号
大阪市中央区北久宝寺町二丁目2番13号
兵庫県朝来市和田山町宮内43-1
札幌市豊平区平岸二条五丁目2番14号 第5平岸グランドビル601号

大阪市中央区内本町一丁目3番5号
大阪市淀川区宮原三丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階

東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号
東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 駿河台フジヴュービル

大阪市北区中之島二丁目3番18号
京都府京丹後市峰山町杉谷930番地の9
東京都千代田区神田神保町一丁目34番地
京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町132番地
大阪市淀川区西中島二丁目12番11号
京都市左京区下鴨森本町25番地の1
神戸市中央区伊藤町119番地
大阪市中央区南船場二丁目5番12号 クリスタファイブ4階

大阪市北区梅田三丁目4番5号
大阪市中央区西心斎橋二丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F

京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田10番地9
大阪市北区梅田一丁目11番4号 大阪駅前第4ビル12階

大阪府門真市新橋町12番18号 三松マンション505号

大阪市東淀川区東中島一丁目17番5号219
名古屋市中村区名駅二丁目35番22号
京都府京丹後市網野町小浜915番地の9
京都府京丹後市網野町網野810番地の1
京都府京丹後市久美浜町3039番地
名古屋市昭和区阿由知通一丁目5番3号
横浜市保土ヶ谷区岩間町二丁目120番地
兵庫県豊岡市泉町6番31号
大阪市東淀川区東中島一丁目18番22号 新大阪丸ビル別館6F

大阪市中央区徳井町二丁目4番9号
神戸市北区藤原台南町二丁目19番1号
京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646番地

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地

大阪府南河内郡河南町大字一須賀453番地の1
大阪市中央区城見二丁目1番61号
大阪市中央区博労町三丁目5番1号 御堂筋グランタワー11階

大阪市淀川区宮原四丁目5番41号
京都府京丹後市網野町浅茂川1864番地の1
京都府京丹後市網野町網野126番地
和歌山市小雑賀三丁目8番3号
京都府京丹後市大宮町谷内977番地の1
大阪府堺市東区日置荘田中町352番地2
兵庫県西宮市中島町9番10号

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

601 株式会社阪神マテリアル
602 播水工業株式会社
603 株式会社ビー・エム・エル 福知山営業所
604 株式会社ピーシー販売
605 ビーム計画設計株式会社
606 比果産業株式会社 京都営業所
607 株式会社東テスティパル
608 東山管理センター株式会社
609 光アスコン株式会社
610

有限会社ビジュアルアンドエコー・ジャパン 京丹後支社

611 株式会社日立国際電気 西日本支社
612 株式会社日立システムズ 関西支社
613 日立造船株式会社
614 株式会社日立ビルシステム 関西支社
615 Hitz環境サービス株式会社 西日本支社
616 ピツニーボウズジャパン株式会社 大阪支店
617 姫路ナブコ株式会社
618 株式会社ヒューマン＆アソシエイツ 関西支店
619 株式会社日吉

役職名
代表取締役
代表取締役
所長
代表取締役
代表取締役
所長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支社長
支社長
支社長
取締役社長
支社長
支社長
大阪支店長
代表取締役
支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表
事業主
代表者
代表取締役
代表取締役

代表者氏名
中道 史和
織田 貴洋
大江 素志
堀本 和幸
久保 正美
上岡 敦夫
藤井 俊成
山本 孝司
喜多川 光世
藤原 徹也
加藤 正美
山村 陽一
三野 禎男
長谷川 健一
夏秋 祐一
西岡 伸晃
井上 賢治

所在地
大阪市住之江区北加賀屋三丁目2番18号
兵庫県加古川市神野町神野155番地の1
京都府福知山市荒河小字声田和12-63
大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号
岐阜市加納栄町通七丁目30番地
京都市下京区四条通り堀川西入唐津屋町530番地
大阪府門真市殿島町6番1号
京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1
京都市伏見区横大路千両松町78番地
京都府京丹後市峰山町呉服30 丹海峰山30番街2階

大阪市中央区城見二丁目2番22号
大阪市北区堂島浜一丁目2番1号
大阪市住之江区南港北一丁目7番89号
大阪市北区堂島浜一丁目2番1号
大阪市此花区西九条五丁目3番28号
大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング14Ｆ

兵庫県姫路市飾麿区三宅一丁目74番地

レイケン ロバート 大阪市天王寺区東高津町11番9号 サムティ上本町ビル10階

村田 弘司
620 有限会社平井式ポンプ工業
宮前 憲次
621 有限会社平井商店
平井 宏幸
622 平井電気株式会社
平井 邦生
623 株式会社平岩
平岩 亘
624 平岡旗製造株式会社
平岡 昌高
625 平田石油店
平田 祐志
626 平林電気
平林 祥典
627 ファッション寝装なかやま
中山 正博
628 株式会社ファノバ
平松 圭一
629 株式会社ファルコバイオシステムズ
松原 宣正
630 株式会社フィリップス・ジャパン
代表取締役社長 堤 浩幸
631 フクシマガリレイ株式会社 福知山営業所 所長
舟越 章彦
632 有限会社福島電機商会
代表取締役 福島 健智
633 有限会社福商リサイクル
代表取締役 平尾 道哉
634 福正小松販売株式会社 丹後営業所 営業所長
有馬 義昭
635 フクダ電子京滋販売株式会社
代表取締役 三村 徹
636 福田白衣株式会社
代表取締役 福田 治夫
637 フクダライフテック京滋株式会社 福知山営業所 所長
永沼 淳
638 株式会社福知山大気堂
代表取締役 雀部 智也
639 不二化学薬品株式会社 福知山営業所 営業所長
深谷 典昭
640 富士産業株式会社 京滋支店
支店長
上嶋 祐介
641 フジ地中情報株式会社 大阪支店
支店長
河野 鉄磨
642 富士通Japan株式会社 京都支社
支社長
尾﨑 雄一郎
643 株式会社富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部 部長
西浦 靖暁
644 富士通リース株式会社 京都支店
支店長
豊田 彰久
645 フジテコム株式会社 大阪支店
支店長
桑原 貴彦
646 フジテック株式会社 京滋支店
支店長
山口 治徳
647 富士電機株式会社 関西支社
支社長
前田 一樹
648 不二熱学サービス株式会社 京都支店 支店長
飯田 勲
649 富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 関西支店 支店長
足立 孝之
650 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 京都支社 京都支社長
山口 渉
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滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104
京都府京丹後市弥栄町溝谷3316番地
京都府京丹後市大宮町口大野102番地の1
京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町241番地

京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18番地
京都府京丹後市弥栄町堤128番地
京都府京丹後市弥栄町井辺58番地の2
京都府京丹後市峰山町杉谷382番地
大阪市北区梅田一丁目2番2-1200号
京都府久世郡久御山町田井西荒見17番地1
東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル
京都府福知山市厚東町28番地
京都府京丹後市網野町網野808番地
大阪府八尾市西高安町五丁目32-4
京都府京丹後市大宮町周枳小字ヒマキ1995番地
京都市伏見区南寝小屋町25番地
京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅之木町136番地

京都府福知山市篠尾新町一丁目104－3F
京都府福知山市昭和町45番地の2
京都府福知山市長田大野下2747番地4
京都市伏見区竹田西桶ノ井町39番地
大阪府箕面市船場東三丁目4番17号
京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1番地 京都フコク生命四条柳馬場ビル

大阪府松原市西野々二丁目1番45号
京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1番地
大阪市北区西天満三丁目13番18号
京都市下京区四条通高倉西入立売西町82番地
大阪市北区大深町3番1号
京都市右京区西院六反田町31番地2
大阪市西区土佐堀二丁目2番17号
京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名

代表者氏名
古江 幸三
652 株式会社フジマック 京都営業所
所長
辰巳 公一
653 藤村電業株式会社
代表取締役 藤村 政文
654 株式会社フジヤ 京都支店
支店長
谷口 淳二
655 扶桑電通株式会社 京都営業所
所長
寺西 達
656 株式会社プチスポーツ 舞鶴営業所
蛭子 剛久
657 株式会社フューチャーイン 関西支店 支店長
鈴木 淳
658 株式会社ブレインサービス
代表取締役 桑原 昌次
659 株式会社ブレインファーム
代表取締役 新谷 聡美
660 株式会社フレーベル舞鶴 京丹後営業所 所長
野田 純也
661 株式会社プレック研究所 大阪事務所 大阪事務所長 佐々木 雅子
662 株式会社プロテック
代表取締役 小前 善敬
663 株式会社plovers
代表取締役 藤村 幸澄
664 平安埋蔵文化財事務所株式会社
代表取締役 池田 光繁
665 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 部長
小柳 博崇
666 ペンタフ株式会社
代表取締役 平田 喜彦
667 株式会社ボーダーリンク
代表取締役 安井 康真
668 株式会社北星社 京丹後営業所
所長
宮垣 隆敏
669 株式会社ほくつう 関西支店
支店長
和田 直己
670 北都環境美装株式会社
代表取締役 林田 よし枝
671 株式会社北陸環境科学研究所
代表取締役 山田 雅之
672 株式会社北陸近畿クボタ 京都北営業所 所長
細見 幸作
673 ホシザキ京阪株式会社 舞鶴営業所 所長
新田 宣一
674 株式会社ホスピタルサービス
代表取締役 清水 豊光
675 北海道地図株式会社 東京支店
支店長
周籐 利通
676 ほりいクリーニング店
店主
堀井 邦彦
677 株式会社堀通信
代表取締役 堀 智章
678 マイクロ交通北京都株式会社
代表取締役 岡本 光茂
679 マイタウンサービス株式会社
代表取締役 鹿野 範昭
680 舞鶴大同ガス株式会社
代表取締役 岡田 隆義
681 毎美エンジニアリング株式会社
代表取締役 植田 隆司
682 株式会社マコト電気
代表取締役社長 上村 武
683 株式会社増田医科器械 京丹後営業所 所長
石田 直人
684 松岡鋼業
松岡 孝宗
685 株式会社松田
代表取締役 松田 壽之
686 松村産業株式会社
代表取締役 松村 竹治
687 株式会社松村電機製作所 関西支店 支店長
冨山 博司
688 株式会社松本コンサルタント 京都営業所 所長
松本 光男
689 的場商事株式会社
代表取締役 的場 広宣
690 マリヤ医科興業株式会社
代表取締役 熊本 謙一
691 株式会社マルサン
代表取締役 中西 脩介
692 有限会社丸重屋
取締役
平手 克治
693 丸硝株式会社
代表取締役 堤 俊彦
694 まるふく産商株式会社
代表取締役 中西 雄一
695 丸茂電機株式会社 大阪営業所
所長
松葉 博文
696 マルヨシ書店
代表者
吉見 敏明
697 三重中央開発株式会社
代表取締役 平井 俊文
698 ミザック株式会社
代表取締役 柾木 隆弘
699 株式会社水処理管理センター
代表取締役 川﨑 肇
700 水田重機工業株式会社
代表取締役 水田 義之
651 富士フイルムメディカル株式会社 関西支社 支社長
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所在地
大阪市港区弁天一丁目2番1号
京都市伏見区竹田北三ツ杭町36番地
京都府京丹後市丹後町岩木477番地の4
京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4
京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 日土地京都ビル

京都府舞鶴市白浜台585番地の13
神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル9F
大阪市西区阿波座二丁目4番23号
大阪市西区京町堀一丁目6番2号 肥後橋ルーセントビル4階

京都府京丹後市大宮町河辺2542番地
大阪市西区靭本町一丁目14番15号
兵庫県西宮市室川町12番3号
京都府京丹後市峰山町泉10番地 泉テナントビル1F

京都市伏見区竹田中川原町359番地
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビルディング

大阪市北区大淀中一丁目7番10号
さいたま市大宮区下町二丁目16番地1 ACROSS8階

京都府京丹後市大宮町善王寺267番地
滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号
京都府京丹後市網野町網野3086番地
福井市光陽四丁目4番27号
京都府京丹後市大宮町奥大野小字カジヤ56番地の1

京都府舞鶴市下福井小字中田392番地の1
京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地
東京都千代田区平河町二丁目6番1号 平河町ビル
京都府京丹後市峰山町御旅21番地
京都府福知山市字天田391番地の乙
京都府京丹後市網野町網野44番地の2
福岡市南区玉川町9番12号
京都府舞鶴市字清道小字瀬谷74番地の3
大阪市福島区海老江五丁目4番8号
大阪市北区梅田三丁目4番5号
京都府京丹後市大宮町周枳2226番地1
京都府京丹後市峰山町長岡263番地の2
京都府京丹後市峰山町白銀15番地
京都府京丹後市峰山町赤坂555番地
大阪市北区天満二丁目12番16号
京都府木津川市木津川原田63番地15
大阪府吹田市川岸町21番45号
兵庫県豊岡市寿町10番10号
京都府京丹後市峰山町菅279番地の1
京都市山科区勧修寺平田町57番地
岐阜県大垣市荒尾町674番地
京都府京丹後市網野町網野747番地
大阪市北区西天満四丁目11番23号 満電ビル
京都府京丹後市峰山町杉谷700番地の5
三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
大阪市北区堂島浜一丁目4番16号 アクア堂島NBFタワー17階

大阪市北区南森町一丁目4番10号
京都府京丹後市網野町高橋152番地

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

702 みずほリース株式会社 京都支店

役職名
代表取締役
支店長

703 三谷コンピュータ株式会社

代表取締役社長

701 みずほ東芝リース株式会社

代表取締役
705 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 代表取締役
706 株式会社三井田商事 福知山営業所 所長
707 株式会社みつばコミュニティ
代表取締役
708 三菱HCキャピタル株式会社 法人事業本部 関西法人支店 支店長
709 三菱電機クレジット株式会社 関西支店 取締役支店長
704

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

710 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社 取締役関西支社長
711

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部 社会システム営業部長

712 ミドリ安全株式会社 京都支店
713 株式会社南テスティパル
714 株式会社ミネテツ自動車
715 峰山郵便局
716 都総合管理株式会社
717 宮野医療器株式会社 北兵庫営業所
718 ミラ株式会社
719 株式会社ムサシ 大阪支店
720 有限会社村岡助蔵商店
721 株式会社室野商店
722 株式会社明光商会 大阪支店
723 株式会社明電エンジニアリング 関西支社
724 株式会社名豊
725 メタウォーター株式会社 関西営業部
726 株式会社メディカルウェイストシステム
727 株式会社メディコムエイド 京都支店
728 株式会社メディセオ 京都北支店
729 株式会社メディテクノサービス
730 株式会社メディブレーン
731 株式会社モリタ
732 株式会社モリタ 京都支店
733 株式会社モリタ 関西支店
734 株式会社モリタテクノス 西日本営業部
735 森電気工業株式会社
736 株式会社八木厨房機器製作所
737 柳生歯科技工所
738 安田株式会社 京都支店

支店長
代表取締役
代表取締役
局長
代表取締役
所長
代表取締役
取締役支店長
代表取締役
代表取締役
支店長
取締役支社長
代表取締役
部長
代表取締役
支店長
支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
支店長
部長
代表取締役
代表取締役
代表者
支店長

739 保田商会
740 八千代エンジニヤリング株式会社 大阪支店 執行役員支店長
741 株式会社山崎自動車弥栄

代表取締役
代表取締役
743 株式会社山下電機
代表取締役
744 山田事務機株式会社
代表取締役
745 山田文心堂
代表者
746 株式会社大和速記情報センター 関西営業所 関西営業所長
747 ヤマトリース
代表者
748 山本ケミカル株式会社
代表取締役
749 山本商店 京丹後営業所
742 山重自動車株式会社

750 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪支社

執行役員大阪支社長

代表者氏名
丸山 伸一郎
石野 正幸
後 淳也
西野 敏哉
橘 正喜
久保 武寛
大隈 太嘉志
和田 聰
岡村 浩
岩村 竜也
永山 宜公
平井 淳
藤井 俊成
平田 貴彦
岩﨑 洋一
渡守 仁
三島 健一
森江 廣野
五島 眞一
村岡 達也
室野 敏範
鈴木 大雄
渡部 範彦
小池 武史
田沼 剛
貝原 束
吉田 智光
横谷 賢次
中 隆廣
小島 啓太
田嶋 利之
中村 泰昌
土居 典生
平岡 圭司
森 政博
八木 清照
柳生 博文
大橋 宣雄
保田 容一
梁田 信河
大谷 佳敬
山﨑 修
山下 裕史
山田 勝
山田 英雄
菊池 修一
伊原 光明
山本 良徳
山本 哲也
新見 雅徳
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所在地
東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地
福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13
東京都港区芝浦一丁目2番3号
東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
京都府福知山市土師宮町二丁目15番地
東京都港区芝四丁目13番3号 PMO町東10F
大阪市淀川区宮原三丁目3番31号
大阪市福島区福島七丁目20番1号
大阪市北区天満橋一丁目8番30号
大阪市北区堂島二丁目2番2号
京都市西京区桂池尻町112番地
堺市西区浜寺石津町西二丁目7番10号
京都府京丹後市峰山町荒山343番地
京都府京丹後市峰山町上13番地の1
京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1

兵庫県豊岡市正法寺46番地の2
徳島市川内町平石住吉209番5
大阪府東大阪市長田中三丁目6番1号
京都府京丹後市久美浜町3037番地
京都府京丹後市網野町網野206番地の2
大阪市中央区平野町三丁目2番13号
兵庫県尼崎市西長洲町一丁目1番1号
名古屋市中区松原二丁目2番33号
大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル
滋賀県栗東市手原三丁目10番11号
京都市伏見区竹田北三ツ杭町46番地
京都府福知山市東羽合町110番地
大阪市中央区大手通一丁目3番5号
大阪市中央区徳井町二丁目4番14号
京都府城陽市富野南清水76番地
京都市中京区麸屋町通三条下ル白壁町432番地
兵庫県三田市テクノパーク2番地の3
兵庫県三田市テクノパーク32番地
京都府京丹後市網野町島津2961番地
京都市中京区堺町通四条上る八百屋町551番地1
兵庫県豊岡市桜町27番10号
京都市南区久世中久世町三丁目88番地の1
京都府京丹後市網野町網野2699番地の2
大阪市中央区城見一丁目4番70号
京都府京丹後市弥栄町芋野1330番地
京都府京丹後市網野町浅茂川25番地
京都府京丹後市久美浜町2948番地
兵庫県豊岡市中央町5番16号
京都府京丹後市網野町網野175番地の4
大阪市中央区道修町一丁目7番1号
兵庫県豊岡市幸町3番27号
京都府舞鶴市田中町33番地の2
京都府京丹後市峰山町長岡小字池ノ谷1455番地
兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号

令和4年度 物品等の供給及び役務の提供一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

令和4年4月現在 京丹後市

No.

商号又は名称

役職名

代表者氏名
中村 伊三雄
752 株式会社ユイテック
代表取締役 森 康成
753 株式会社URリンケージ 西日本支社京都営業所 所長
中山 貴司
754 ユタカインテグレーション株式会社
代表取締役 大谷 明広
755 ユニアデックス株式会社 関西支店 業務執行役員 関西支店長 田崎 宗邦
756 株式会社ユニワーク
代表取締役 細見 健介
757 横河ソリューションサービス株式会社 関西支社 支社長
田中 顕
758 横手産業株式会社
代表取締役 横手 政英
759 横浜金属商事株式会社 名古屋支店 取締役
鈴木 大輔
760 吉尾会計事務所
代表税理士 吉尾 正巳
761 株式会社吉川測器福知山
代表取締役社長 坂本 真哉
762 吉田機電株式会社 大阪支店
代表取締役 吉田 武人
763 有限会社吉田産商
代表取締役 吉田 和直
764 吉田体機工業株式会社
代表取締役 吉田 正樹
765 株式会社吉谷機械製作所
取締役社長 吉谷 勇一郎
766 株式会社淀徳商店
代表取締役 古橋 直明
767 株式会社ライズファクトリー
代表取締役 戸田 その子
768 株式会社洛南エンジニアリング
代表取締役 堀 誠典
769 ランドブレイン株式会社 大阪事務所 所長
小笹 清
770 陸整工業株式会社
代表取締役 山本 武彦
771 株式会社リクルート
代表取締役社長 北村 吉弘
772 リコーリース株式会社 京滋支店
支店長
森﨑 慎也
773 株式会社リサーチアンドソリューション 広島営業所 営業所長
神代 秀樹
774 理水化学株式会社 大阪支店
支店長
木澤 太郎
775 理想科学工業株式会社 京都営業所 営業所長
近藤 充
776 菱電エレベータ施設株式会社 大阪支店 取締役支店長 藤川 正昭
777 株式会社両備システムズ
代表取締役 松田 敏之
778 株式会社レンタリース丹後
代表取締役 水田 義之
779 株式会社レンタルのニッケン 京都営業所 所長
千々和 久貴
780 企業組合労協センター事業団 丹後支店 支店長
渡邉 久美子
781 ローレルバンクマシン株式会社 京都営業所 所長
豊田 明
782 ワールドウォーターバッグ株式会社 代表取締役
中村 俊夫
783 和正産業株式会社
代表取締役 寺杣 太志
784 ワタキューセイモア株式会社 近畿支店 支店長
奥山 剛治
751 ヤンマー舶用システム株式会社 宮津営業所 所長
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所在地
京都府宮津市字獅子崎小字しきの浜両側849番地
岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田二丁目43番地の2
京都市南区西九条蔵王町53番地の1-505
大阪市城東区古市一丁目4番23号
大阪市北区大深町3番1号
京都府福知山市土師新町三丁目11番地
大阪市北区梅田二丁目4番9号
大阪市淀川区西中島四丁目2番21号
愛知県長久手市長配2-906
奈良市高天町10番地の1 T．T．ビル505
京都府福知山市昭和町109番地
大阪市東成区東小橋一丁目15番19号
京都府京丹後市峰山町杉谷642番地
大阪市阿倍野区松虫通三丁目8番4号
鳥取市古海356番地1
京都府京丹後市峰山町白銀33番地
東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号 日東九段ビル6階

京都府宇治市莵道田中34番地の5
大阪市西区西本町一丁目3番15号 大阪建大ビル
京都府京丹後市峰山町丹波30番地
東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
京都市下京区四条通油小路西入ル藤本寄町26番地の1
広島市中区銀山町三丁目1番 ひろしまハイビル21 16F

大阪市北区南森町一丁目4番10号
京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538番地 ヤサカ烏丸御池ビル6F

大阪市北区堂島二丁目2番2号
岡山市南区豊成二丁目7番16号
京都府京丹後市網野町高橋152番地
京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51番地
京都府京丹後市峰山町杉谷29番地の4
京都市伏見区武田段川原町196番地
大阪市東住吉区今川一丁目6番23号
大阪市中央区淡路町二丁目1番10-305号
京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2

