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競争入札参加資格者名簿
（ 維 持 管 理 業 務 ）

令和２年４月１日版



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 管理業務 6

51年 運転業務

代表取締役 田口　幸隆 4,644,707千円 点検・検査業務

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-2-18 423人 廃棄物処理業務

048-832-2514 60,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 74

52年

代表取締役 青木　慶将 2,457,500千円

〒352-0005 埼玉県新座市中野1-1-28 20人

048-479-3451 33,600千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 5

8年 その他の業務

代表取締役 濱島　由喜男 285,378千円

〒340-0122 埼玉県幸手市神明内319 7人

管内 0480-48-2106 2,000千円

建築物管理 管理業務 5

8年 廃棄物処理業務

代表取締役 濱島　由喜男 285,378千円

〒340-0122 埼玉県幸手市神明内319 7人

管内 0480-48-2106 2,000千円

建築物管理 点検・検査業務 85

45年

代表取締役 足立　光男 90,375千円

〒346-0006 埼玉県久喜市上町3-1 4人

管内 0480-22-0244 8,000千円

建築物管理 点検・検査業務 41

43年

代表取締役 白石　謹章 1,097,987千円

〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪2088-1 19人

管内 0480-59-1112 20,000千円

株式会社アクト企画

アイルコーポレーション

Ａ

アイル・コーポレーション株式会社

アオキショウテン

株式会社青木商店

アクトキカク

Ｂ

Ｂ

アサヒクリエイト

Ｂ

株式会社旭クリエイト

アクトキカク

Ｂ

株式会社アクト企画

アサノホウチキコウギョウ

Ｃ

有限会社浅野報知機工業

1 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 管理業務 57

43年

営業所長 北野　秀和 997,521千円

〒346-0002 埼玉県久喜市野久喜751-3 85人

管内 0480-24-3738 30,000千円

建築物管理 管理業務 57

43年 運転業務

営業所長 北野　秀和 997,521千円 点検・検査業務

〒346-0002 埼玉県久喜市野久喜751-3 85人

管内 0480-24-3738 30,000千円

建築物管理 点検・検査業務 107

87年

支店長 永見　英治 71,754,908千円

〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-613 2,098人

048-652-2461 18,239,589千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 56

14年

代表社員 谷中田　悟 331,086千円

〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町928-1 39人

028-908-4411 4,000千円

建築物管理 点検・検査業務 111

59年

代表取締役 田村　盛良 115,340千円

〒346-0005 埼玉県久喜市本町2-3-8 6人

管内 0480-23-4661 34,000千円

電算 電算 21

108年
取締役上席執行役員営業統括グループ統括 小柳　諭司 92,370,914千円

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25 1,470人

03-5634-6634 5,000,000千円

アサヒビルカンリクキエイギョウショ

Ａ

旭ビル管理株式会社久喜営業所

アミックアンドパートナーズ

Ｂ

税理士法人アミック＆パートナーズ

ウチダデンキショウカイ

Ｂ

株式会社内田電気商会

アサヒビルカンリクキエイギョウショ

Ａ

旭ビル管理株式会社久喜営業所

アマノオオミヤシテン

Ａ

アマノ株式会社大宮支店

ウチダヨウコウエイギョウトウカツグループ

Ａ

株式会社内田洋行営業統括グループ

2 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 21

108年
取締役上席執行役員営業統括グループ統括 小柳　諭司 92,370,914千円

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25 1,470人

03-5634-6634 5,000,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 90

43年

代表取締役 武内　淳一 987,524千円

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-14-9 12人

03-5940-7066 10,000千円

電算 電算 3

47年

代表取締役 原　俊樹 15,526,250千円

〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 746人

048-825-6023 1,431,065千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 34

22年

代表者 阿部　朋博 7,829千円

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東6-2-53 2人

管内 0480-25-0707 7,771千円

電算 電算 82

64年

支店長 柳沢　雄二 216,634,916千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 5,009人

048-645-0248 13,122,268千円

建築物管理 点検・検査業務 82

64年

支店長 柳沢　雄二 216,634,916千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 5,009人

048-645-0248 13,122,268千円

エイバンショウジ

Ｂ

エイバン商事株式会社

エージーエス

Ａ

ＡＧＳ株式会社

ウチダヨウコウエイギョウトウカツグループ

Ａ

株式会社内田洋行営業統括グループ

エヌイーシーネッツエスアイカントウシテン

Ａ

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関東支店

エーシステム

Ｃ

エーシステム

エヌイーシーネッツエスアイカントウシテン

Ａ

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関東支店

3 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 98

24年

代表取締役 榊原　明 45,737,737千円

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-8-17 5,377人

048-626-5249 37,500千円

建築物管理 管理業務 61

48年 運転業務

代表取締役 鈴木　隆弘 1,255,377千円 点検・検査業務

〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町38-2 175人

048-662-3300 50,000千円

建築物管理 管理業務 67

27年

代表取締役 宮下　真一郎 260,359千円

〒364-0024 埼玉県北本市石戸2-146 16人

048-591-4215 3,000千円

建築物管理 管理業務 35

54年 点検・検査業務

代表取締役 遠藤　茂 242,979千円

〒340-0002 埼玉県草加市青柳8-57-48 20人

048-932-6106 3,000千円

建築物管理 管理業務 12

40年 廃棄物処理業務

代表取締役 大川　衛 398,573千円

〒347-0006 埼玉県加須市上三俣1911 17人

管内 0480-68-5088 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 8

37年

代表取締役 大熊　順一 214,657千円

〒347-0025 埼玉県加須市割目173 10人

管内 0480-65-1092 20,000千円

エヌティティヒガシニホンカンシンエツ

Ａ

株式会社ＮＴＴ東日本－関信越

エンドウショウジ

Ｂ

有限会社遠藤商事

オオカワリョクチカイハツ

Ｂ

株式会社大川緑地開発

エヌテックサービス

Ａ

株式会社エヌテックサービス

エムアンドエム

Ｂ

有限会社エムアンドエム

オオクマデンキコウジ

Ｂ

株式会社大熊電気工事

4 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 8

37年

代表取締役 大熊　順一 214,657千円

〒347-0025 埼玉県加須市割目173 10人

管内 0480-65-1092 20,000千円

建築物管理 点検・検査業務 116

58年

支店長 古賀　真之 25,454,385千円

〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-5 622人

048-840-5800 2,001,900千円

建築物管理 点検・検査業務 2

138年

支社長 鈴木　宣也 203,987,000千円

〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 4,024人

03-5445-6092 44,000,000千円

電算 電算 2

138年

支社長 鈴木　宣也 203,987,000千円

〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 4,024人

03-5445-6092 44,000,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 62

13年

支店長 小澤　榮一 1,473,241千円

〒340-0114 埼玉県幸手市東4-4-19 30人

管内 0480-40-3301 20,000千円

建築物管理 管理業務 16

48年 運転業務

代表取締役 土肥　理一郎 141,710千円 点検・検査業務

〒362-0045 埼玉県上尾市大字向山31-10 7人

048-781-2255 10,000千円

オキウィンテックキタカントウシテン

Ａ

沖ウィンテック株式会社北関東支店

オキデンキコウギョウシュトケンシシャ

Ａ

沖電気工業株式会社首都圏支社

オオクマデンキコウジ

Ｂ

株式会社大熊電気工事

オンロード

Ｂ

株式会社オンロード

オキデンキコウギョウシュトケンシシャ

Ａ

沖電気工業株式会社首都圏支社

オザワロードサッテシテン

Ｂ

オザワロード株式会社幸手支店

5 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 45

52年

代表取締役 加藤　信也 754,053千円

〒369-0112 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 76人

048-549-0822 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 45

52年

代表取締役 加藤　信也 754,053千円

〒369-0112 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 76人

048-549-0822 10,000千円

建築物管理 管理業務 40

36年

代表取締役 門井　秀 30,824千円

〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央3-9-30 3人

管内 0480-21-0795 5,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 71

46年

代表取締役 金子　繁子 393,982千円

〒345-0814 埼玉県南埼玉郡宮代町字東107 12人

管内 0480-33-0256 20,000千円

建築物管理 点検・検査業務 102

52年

本部長 江口　和広 34,188,520千円

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合4-10-6 2,853人

048-856-3051 27,856,818千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 127

38年

部長 新井　孝彦 121,383,730千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 5,313人

048-649-1215 4,561,171千円

カイギロクセンター

Ａ

株式会社会議録センター

カネコケンセツ

Ｂ

金子建設株式会社

カントウデンキホアンキョウカイサイタマジギョウホンブ

Ａ

一般財団法人関東電気保安協会埼玉事業本部

カイギロクセンター

Ａ

株式会社会議録センター

カドイゾウエン

Ｃ

有限会社門井造園

キヤノンシステムアンドサポートサイタマチュウオウエイギョウブ

Ａ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社埼玉中央営業部

6 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 128

41年

代表取締役 高嶋　さくら 707,335千円

〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野301-1 29人

048-685-0855 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 121

41年

代表取締役 溝口　久美子 126,267千円

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐10-2-3-301 20人

048-831-1818 40,000千円

建築物管理 管理業務 121

41年 運転業務

代表取締役 溝口　久美子 126,267千円 点検・検査業務

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐10-2-3-301 20人

048-831-1818 40,000千円

電算 電算 115

125年

支社長 藤原　和秀 22,704,155千円

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11 555人

03-6892-6231 500,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 115

125年 その他の業務

支社長 藤原　和秀 22,704,155千円

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11 555人

03-6892-6231 500,000千円

電算 電算 22

45年

代表取締役 金子　忠弘 53,782千円

〒350-1246 埼玉県日高市大字梅原99-2 18人

042-985-1511 10,000千円

キョウセイ

Ｂ

株式会社共生

キョウセイ

Ｂ

株式会社共生

キョウイクサンギョウ

Ｂ

教育産業株式会社

キンセイドウジョウホウシステム

Ｂ

株式会社金聖堂情報システム

ギョウセイカントウシシャ

Ａ

株式会社ぎょうせい関東支社

ギョウセイカントウシシャ

Ａ

株式会社ぎょうせい関東支社

7 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 22

45年

代表取締役 金子　忠弘 53,782千円

〒350-1246 埼玉県日高市大字梅原99-2 18人

042-985-1511 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 63

43年 その他の業務

代表取締役 川鍋　大二 9,485,229千円

〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2さいたま新都心LAタワー30F 928人

048-601-5450 200,000千円

建築物管理 管理業務 63

43年 運転業務

代表取締役 川鍋　大二 9,485,229千円 点検・検査業務

〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2さいたま新都心LAタワー30F 928人

048-601-5450 200,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 65

21年

理事長 兼板　佳孝 1,611,073千円

〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻48 45人

048-533-8858 43,090千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 64

55年

所長 工藤　利幸 35,440,053千円

〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-14-6 1,603人

048-835-3501 3,025,875千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 103

9年

理事長 中村　毅 1,936,022千円

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2-32-20 207人

048-446-0137

キンセイドウジョウホウシステム

Ｂ

株式会社金聖堂情報システム

クレモナカイ

Ｂ

医療法人クレモナ会

ケンセツギジュツケンキュウジョカントウジムショ

Ａ

株式会社建設技術研究所関東事務所

クリーンコウボウ

Ａ

株式会社クリーン工房

クリーンコウボウ

Ａ

株式会社クリーン工房

ケンリュウカイトダチュウオウソウゴウケンコウカンリセンター

Ｃ

医療法人財団健隆会戸田中央総合健康管理センター

8 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 54

70年

代表取締役 木村　久年 1,237,015千円

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-20-19 74人

03-3717-0101 31,500千円

建築物管理 廃棄物処理業務 44

29年

代表取締役 向野　眞道 247,807千円

〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-6-6 16人

04-2934-8211 20,000千円

電算 電算 73

46年

代表取締役 平岡　和喜 855,559千円

〒360-0826 埼玉県熊谷市赤城町1-111 16人

048-524-0145 20,000千円

建築物管理 点検・検査業務 32

55年 廃棄物処理業務

代表取締役 小島　孝夫 282,819千円

〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東6-22-54 15人

管内 0480-52-0367 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 52

56年

支店長 中村　百合子 92,774千円

〒347-0014 埼玉県加須市川口3-5-6 6人

管内 0480-65-8323 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 49

104年

所長 大谷　正彦 1,898,685千円

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻3-4-4 490人

048-775-7311 80,000千円

コーシンメディカルサポート

Ｂ

株式会社コーシンメディカルサポート

ゴコウジムキ

Ｂ

五幸事務機株式会社

コウシンデンキコウギョウ

Ａ

光進電気工業株式会社

コヤマショウカイキタカントウエイギョウショ

Ａ

株式会社小山商会北関東営業所

コジマショウジ

Ｂ

株式会社小島商事

コジマショウボウカゾシテン

Ｂ

株式会社小島消防加須支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 72

58年

代表取締役 佐土原　剛 6,577,053千円

〒104-6233 東京都中央区晴海1-8-12 179人

03-3534-1800 90,000千円

建築物管理 管理業務 60

48年 運転業務

代表取締役 橋本　一憲 2,833,949千円 点検・検査業務

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4 253人 廃棄物処理業務

048-710-5588 40,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 77

21年

代表理事 金井　忠男 1,862,183千円

〒355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410-1 129人

0493-81-6029 100,000千円

建築物管理 管理業務 77

21年

代表理事 金井　忠男 1,862,183千円

〒355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410-1 129人

0493-81-6029 100,000千円

建築物管理 点検・検査業務 1

25年

代表取締役 相沢　長次 71,793千円

〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東2-17-3 5人

048-858-1241 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 78

65年

支店長 保泉　和男 1,536,779千円

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-10 24人

048-838-0299 20,000千円

コンゴウサンギョウ

Ａ

金剛産業株式会社

サイタマケンケンコウヅクリジギョウダン

Ａ

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

サイタマジョウホウ

Ｂ

埼玉情報株式会社

サイオー

Ａ

株式会社サイオー

サイタマケンケンコウヅクリジギョウダン

Ａ

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

サイタマショウボウキカイチュウオウシテン

Ｂ

埼玉消防機械株式会社中央支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 78

65年

支店長 保泉　和男 1,536,779千円

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-10 24人

048-838-0299 20,000千円

建築物管理 点検・検査業務 93

52年

代表取締役 結城　剛 3,743,420千円

〒337-0004 埼玉県さいたま市見沼区卸町2-6-15 75人

048-687-3131 50,000千円

建築物管理 点検・検査業務 18

43年

代表取締役 梅澤　將明 469,624千円

〒350-0235 埼玉県坂戸市三光町36-1 17人

049-281-5243 16,500千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 95

18年

代表取締役 天野　正幸 1,456,905千円

〒349-1147 埼玉県加須市北大桑1233 80人

管内 0480-78-0220 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 83

45年

代表取締役 石井　明 1,838,973千円

〒340-0121 埼玉県幸手市上吉羽字天神74 23人

管内 0480-42-4311 80,000千円

建築物管理 点検・検査業務 17

43年 廃棄物処理業務

支店長 吉野　勇一 2,021,169千円

〒346-0014 埼玉県久喜市吉羽180-4サンシティカマタ103 90人

管内 0480-38-6853 50,000千円

サイボウ

Ａ

株式会社サイボウ

サカドボウサイ

Ｂ

坂戸防災株式会社

サイタマショウボウキカイチュウオウシテン

Ｂ

埼玉消防機械株式会社中央支店

サンエイカンリコウギョウクキシテン

Ａ

三栄管理興業株式会社久喜支店

サクラカンコウバス

Ａ

さくら観光バス株式会社

サッテトシガス

Ｂ

幸手都市ガス株式会社

11 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 50

66年
取締役常務執行役員ソリューション営業本部長　 森　祐二 101,847,764千円

〒108-8404 東京都港区芝4-4-12 627人

03-5484-7285 14,811,390千円

建築物管理 管理業務 94

48年 運転業務

所長 境野　正巳 2,462,188千円 点検・検査業務

〒345-0013 埼玉県久喜市青葉2-4-17 183人

管内 0480-26-1385 50,000千円

電算 電算 14

53年

支社長 鈴木　信貴 11,232,114千円

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-15大樹生命熊谷ビル4階 634人

048-501-0370 90,000千円

電算 電算 109

57年

専務取締役 依田　茂 252,936,000千円

〒100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1 355人

03-3216-3962 65,700,000千円

建築物管理 点検・検査業務 66

60年

取締役行田本店長 市川　祥路 3,837,994千円

〒361-0077 埼玉県行田市忍2-19-1 63人

048-553-6008 20,000千円

電算 電算 80

49年

代表取締役社長 川田　朋博 9,170,927千円

〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 569人

03-5309-0310 1,302,591千円

サンシンデンキソリューションエイギョウホンブ

Ａ

三信電気株式会社ソリューション営業本部

ジェック

Ａ

株式会社ＪＥＣＣ

シミズアーネッギョウダホンテン

Ａ

株式会社清水アーネット行田本店

サンワックスクキエイギョウショ

Ａ

株式会社サンワックス久喜営業所

ジーシーシーサイタマシシャ

Ａ

株式会社ジーシーシー埼玉支社

ジャパンシステム

Ａ

ジャパンシステム株式会社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 80

49年

代表取締役社長 川田　朋博 9,170,927千円

〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 569人

03-5309-0310 1,302,591千円

電算 電算 89

67年

所長 加賀谷　隆一 307,416千円

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4 25人

048-252-1936 307,416千円

建築物管理 運転業務 106

42年

代表取締役 松岡　晉 1,351,526千円

〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2745 145人

048-887-8100 50,000千円

建築物管理 運転業務 106

42年 点検・検査業務

代表取締役 松岡　晉 1,351,526千円 その他の業務

〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2745 145人 管理業務

048-887-8100 50,000千円

建築物管理 運転業務 129

34年 点検・検査業務
取締役さいたま支店長 福岡　博志 2,625,558千円 廃棄物処理業務

〒338-0013 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24　小峰ビル5階 72人

048-614-5775 10,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 84

45年

代表取締役 松澤　敏也 2,089,514千円

〒337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳1045-1 103人

048-684-6839 10,000千円

ショウジュチャートサイタマエイギョウショ

Ｂ

昇寿チャート株式会社埼玉営業所

ショウワソウゴウサービス

Ａ

株式会社昭和綜合サービス

ジャパンシステム

Ａ

ジャパンシステム株式会社

ショウワソウゴウサービス

Ａ

株式会社昭和綜合サービス

ショーモン

Ａ

株式会社ショーモン

ジョウヨウメンテナンスサイタマシテン

Ａ

常陽メンテナンス株式会社さいたま支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 104

52年

代表取締役 渡辺　大乗 11,248,155千円

〒364-0003 埼玉県北本市古市場1-5 119人

048-592-2411 400,000千円

建築物管理 管理業務 31

44年 運転業務

代表取締役 柏木　貴史 254,938千円 点検・検査業務

〒350-0219 埼玉県坂戸市大字片柳2148-3 10人

049-282-1586 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 36

32年

代表取締役 鈴木　任夫 58,934千円

〒340-0201 埼玉県久喜市八甫5-73 4人

管内 0480-58-2446 10,000千円

建築物管理 管理業務 105

28年 運転業務

代表取締役 遠藤　行基 427,285千円 点検・検査業務

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 144人

048-832-3999 10,000千円

建築物管理 管理業務 96

56年

代表取締役 尾関　一郎 387,881,000千円

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 16,935人

03-5775-8475 66,385,263千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 10

42年

代表取締役 小林　孝 110,359千円

〒344-0067 埼玉県春日部市中央2-14-1 4人

048-761-6151 10,000千円

シンニホンガス

Ａ

新日本瓦斯株式会社

シンメイ

Ｂ

株式会社新明

セコム

Ａ

セコム株式会社

スズキデンキコウギョウ

Ｃ

鈴木電気工業株式会社

セイコービルシステム

Ａ

セイコービルシステム株式会社

セフティー

Ｃ

株式会社セフティ―
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 管理業務 81

30年 運転業務

支店長 川島　信次 180,804千円 点検・検査業務

〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-4-6スウィートハイム201 34人

048-884-9898 5,000千円

電算 電算 125

70年

所長 松田　直樹 41,235,000千円

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル１F 1,938人

048-642-4946 6,557,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 125

70年 その他の業務

所長 松田　直樹 41,235,000千円

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル１F 1,938人

048-642-4946 6,557,000千円

電算 電算 28

53年

支社長 伊藤　陽介 232,697,319千円

〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター7階 11,976人

048-647-1155 18,675,011千円

建築物管理 管理業務 28

53年 運転業務

支社長 伊藤　陽介 232,697,319千円 点検・検査業務

〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター7階 11,976人

048-647-1155 18,675,011千円

建築物管理 管理業務 38

28年 運転業務

代表取締役 小山　英一 389,944千円 点検・検査業務

〒346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇2878-1 41人 廃棄物処理業務

管内 0480-85-6015 10,000千円

セントラルビルテックカスカベエイギョウショ

Ｂ

セントラルビルテック株式会社春日部営業所

ゼンリン　オオミヤエイギョウショ

Ａ

株式会社ゼンリン　大宮営業所

ゼンリン　オオミヤエイギョウショ

Ａ

株式会社ゼンリン　大宮営業所

ソウゴウケイビホショウサイタマチュウオウシシャ

Ａ

総合警備保障株式会社埼玉中央支社

ソシアルサービス

Ｂ

株式会社ソシアルサービス

ソウゴウケイビホショウサイタマチュウオウシシャ

Ａ

総合警備保障株式会社埼玉中央支社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 99

75年

代表取締役 田中　英弥 11,931,045千円

〒107-8560 東京都港区南青山2-11-17 513人

03-3404-2251 480,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 99

75年

代表取締役 田中　英弥 11,931,045千円

〒107-8560 東京都港区南青山2-11-17 513人

03-3404-2251 480,000千円

建築物管理 管理業務 43

48年 運転業務

代表取締役 齋藤　尚美 2,406,751千円 点検・検査業務

〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-6-3 134人

管内 0480-32-0381 50,000千円

建築物管理 点検・検査業務 11

36年 廃棄物処理業務

代表取締役 倉持　光栄 310,617千円

〒364-0025 埼玉県北本市石戸宿3-91-2 21人

048-592-0081 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 124

20年

代表取締役 天野　正幸 962,229千円

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2-14-13 18人

管内 0480-22-6066 10,000千円

建築物管理 管理業務 47

15年 運転業務

代表取締役 本田　友彦 856,467千円 点検・検査業務

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木7-27-5 45人

048-421-5925 10,000千円

ダイイチホウキ

Ａ

第一法規株式会社

ダイイチホウキ

Ａ

第一法規株式会社

タイヘイビルカンリ

Ａ

大平ビル管理株式会社

タカマツ

Ｂ

タカマツ株式会社

タビクラブジャパンクキエイギョウショ

Ｂ

株式会社旅クラブジャパン久喜営業所

ティーエスビルシステム

Ｂ

株式会社ＴＳビルシステム
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 75

4年

代表社員 細田　幸夫 378,668千円

〒179-0084 東京都練馬区氷川台4-47-18 41人

03-5399-9251 3,000千円

建築物管理 点検・検査業務 122

37年

代表取締役 堀越　寛生 3,096,088千円

〒224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-6 120人

045-942-2029 35,000千円

建築物管理 点検・検査業務 76

51年

所長 根本　達司 568,871千円

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮2-8-10 11人

048-291-8224 10,500千円

電算 電算 59

69年

所長 渡辺　善明 3,870,451千円

〒112-0002 東京都文京区小石川5-17-3 182人

03-5803-3304 90,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 59

69年

所長 渡辺　善明 3,870,451千円

〒112-0002 東京都文京区小石川5-17-3 182人

03-5803-3304 90,000千円

建築物管理 点検・検査業務 48

51年

支社長 松下　徳文 145,021,219千円

〒330-9531 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 5,337人

048-645-6800 21,407,728千円

ティーエムエスネリマジムショ

Ｂ

税理士法人ＴＭＳ練馬事務所

テレコム

Ａ

株式会社テレコム

トウキョウブッサンサイタマエイギョウショ

Ｂ

東京物産株式会社埼玉営業所

トウキョウホウレイシュッパンカントウエイギョウショ

Ａ

東京法令出版株式会社関東営業所

トウキョウホウレイシュッパンカントウエイギョウショ

Ａ

東京法令出版株式会社関東営業所

トウシバエレベータキタカントウシシャ

Ａ

東芝エレベータ株式会社北関東支社

17 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 55

27年

代表取締役 宮崎　正伸 836,545千円

〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビル5階 48人

078-222-9700 363,950千円

建築物管理 管理業務 100

49年 運転業務

代表取締役 長﨑　政道 1,464,212千円 点検・検査業務

〒355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621 144人

0493-65-0601 50,000千円

建築物管理 管理業務 114

43年 点検・検査業務

支店長 関口　英樹 914,547千円 廃棄物処理業務

〒340-0122 埼玉県幸手市大字神明内319 40人

管内 0480-48-2711 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 110

29年

代表取締役 鈴木　利幸 306,717千円

〒344-0016 埼玉県春日部市本田町1-28 8人

048-735-2228 10,000千円

電算 電算 117

57年

支社長 堀越　一正 199,975,458千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 463人

048-644-6326 496,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 117

57年

支社長 堀越　一正 199,975,458千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 463人

048-644-6326 496,000千円

ドーン

Ｂ

株式会社ドーン

トグチコウギョウ

Ａ

有限会社戸口工業

トシカンリサービスサッテシテン

Ｂ

都市管理サービス株式会社幸手支店

トラスト

Ｂ

株式会社トラスト

ニッコウツウシンサイタマシシャ

Ａ

日興通信株式会社埼玉支社

ニッコウツウシンサイタマシシャ

Ａ

日興通信株式会社埼玉支社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 運転業務 117

57年 点検・検査業務

支社長 堀越　一正 199,975,458千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 463人

048-644-6326 496,000千円

建築物管理 点検・検査業務 58

41年

支店長 齋藤　慶治 1,248,407千円

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-515-2 42人

048-652-1765 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 91

76年

所長 飯沼　誠一 8,563,199千円

〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-515岡部ビル3階 105人

048-660-2271 20,000千円

建築物管理 管理業務 112

43年 その他の業務

代表取締役 杉山　英司 4,058,681千円 点検・検査業務

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9 383人

048-658-0111 70,000千円

建築物管理 管理業務 86

45年

営業所長 大石　貴裕 3,300,356千円

〒335-0021 埼玉県戸田市新曽969-1 298人

048-431-1223 50,000千円

建築物管理 運転業務 86

45年 点検・検査業務

営業所長 大石　貴裕 3,300,356千円 その他の業務

〒335-0021 埼玉県戸田市新曽969-1 298人

048-431-1223 50,000千円

ニッコウツウシンサイタマシシャ

Ａ

日興通信株式会社埼玉支社

ニッシンデンシキタカントウシテン

Ｂ

日神電子株式会社北関東支店

ニッポンセンパクヤクヒンカントウエイギョウショ

Ａ

日本船舶薬品株式会社関東営業所

ニホンカンキョウクリアー

Ａ

日本環境クリアー株式会社

ニホンカンキョウビルテックトダエイギョウショ

Ａ

株式会社日本環境ビルテック戸田営業所

ニホンカンキョウビルテックトダエイギョウショ

Ａ

株式会社日本環境ビルテック戸田営業所
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 運転業務 37

44年 運転業務

代表取締役 片山　安茂 4,463,551千円 点検・検査業務

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1 456人 管理業務

048-834-5511 30,000千円

建築物管理 運転業務 37

44年

代表取締役 片山　安茂 4,463,551千円

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1 456人

048-834-5511 30,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 113

67年

事業本部長 辻本　浩史 12,449,958千円

〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 481人

03-5958-8179 35,699千円

建築物管理 廃棄物処理業務 113

67年

事業本部長 辻本　浩史 12,449,958千円

〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 481人

03-5958-8179 35,699千円

建築物管理 管理業務 119

50年 電算

代表取締役 野﨑　隆平 239,506千円

〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-827-1 13人

048-683-7077 20,000千円

電算 電算 70

119年

支社長 高見　公三 1,574,370,000千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 21,016人

048-641-1411 397,199,212千円

ニホンカンキョウマネジメント

Ａ

日本環境マネジメント株式会社

ニホンカンキョウマネジメント

Ａ

日本環境マネジメント株式会社

ニホンキショウキョウカイジギョウホンブ

Ａ

一般財団法人日本気象協会事業本部

ニホンキショウキョウカイジギョウホンブ

Ａ

一般財団法人日本気象協会事業本部

ニホンショクブツエン

Ｂ

日本植物園株式会社

ニッポンデンキカントウコウシンエツシシャ

Ａ

日本電気株式会社関東甲信越支社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 70

119年

支社長 高見　公三 1,574,370,000千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 21,016人

048-641-1411 397,199,212千円

建築物管理 管理業務 70

119年

支社長 高見　公三 1,574,370,000千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 21,016人

048-641-1411 397,199,212千円

電算 電算 51

56年
取締役常務執行役員公共事業部長 河和　茂 26,435,713千円

〒102-8235 東京都千代田区九段南1-3-1 1,179人

03-5210-0131 2,460,000千円

電算 電算 51

56年
取締役常務執行役員公共事業部長 河和　茂 26,435,713千円

〒102-8235 東京都千代田区九段南1-3-1 1,179人

03-5210-0131 2,460,000千円

建築物管理 点検・検査業務 9

30年

代表取締役 四栁　稔 53,243千円

〒347-0068 埼玉県加須市大門町3-8 6人

管内 0480-61-1605 5,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 88

6年

代表取締役 山田　稔 375,287千円

〒170-0005 東京都豊島区東池袋3-20-3 100人

03-5928-5886 10,000千円

ニッポンデンキカントウコウシンエツシシャ

Ａ

日本電気株式会社関東甲信越支社

ニッポンデンキカントウコウシンエツシシャ

Ａ

日本電気株式会社関東甲信越支社

ニホンデンシケイサン

Ａ

日本電子計算株式会社

ニホンデンシケイサン

Ａ

日本電子計算株式会社

ニホントシボウサイコウギョウ

Ｂ

有限会社日本都市防災工業

ニホンフードキャスト

Ａ

株式会社日本フードキャスト
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 88

6年 管理業務

代表取締役 山田　稔 375,287千円 運転業務

〒170-0005 東京都豊島区東池袋3-20-3 100人

03-5928-5886 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 118

60年

所長 田中　裕史 91,255,000千円

〒356-8580 埼玉県ふじみ野市福岡2-1-12 2,400人

049-257-6279 14,704,000千円

建築物管理 点検・検査業務 68

37年

代表取締役 折原　保 23,800千円

〒348-0005 埼玉県羽生市上村君1012-1 3人

048-565-0059 3,000千円

建築物管理 管理業務 101

41年

代表取締役 橋本　和正 201,051千円

〒349-1125 埼玉県久喜市高柳1787 12人

管内 0480-52-1042 30,000千円

電算 電算 108

68年

支店長 向井　秀治 42,540,025千円

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6OSセンタービル 1,991人

048-654-2761 8,758,481千円

建築物管理 点検・検査業務 42

21年

代表取締役 福島　珠代 126,660千円

〒350-0202 埼玉県久喜市東大輪258 6人

管内 0480-59-5265 20,000千円

ニホンフードキャスト

Ａ

株式会社日本フードキャスト

ニホンムセンサイタマエイギョウショ

Ａ

日本無線株式会社埼玉営業所

ハイウェイ

Ｃ

有限会社ハイウェイ

ハシモトドケンコウギョウ

Ｂ

株式会社橋本土建工業

パスコサイタマシテン

Ａ

株式会社パスコさいたま支店

パラレル

Ｂ

株式会社パラレル
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 123

24年

代表取締役 小川　幸夫 522,759千円

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子2-2-16 30人

048-857-2361 10,000千円

電算 電算 123

24年

代表取締役 小川　幸夫 522,759千円

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子2-2-16 30人

048-857-2361 10,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 20

34年

支店長 田中　克典 365,387千円

〒105-0023 東京都港区芝浦1-11-4 28人

03-5419-7755 26,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 97

19年
取締役埼玉事業部長 榊原　明 1,511,936,000千円

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-8-17 4,700人

048-626-5249 335,000,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 15

40年 管理業務

支店長 小原　道生 7,169,305千円 運転業務

〒344-0006 埼玉県春日部市8-125-1-408 322人 点検・検査業務

048-753-4085 50,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 15

40年

支店長 小原　道生 7,169,305千円

〒344-0006 埼玉県春日部市8-125-1-408 322人

048-753-4085 50,000千円

ピーシーテレコム

Ｂ

株式会社ピーシーテレコム

ピーシーテレコム

Ｂ

株式会社ピーシーテレコム

ビームケイカクセッケイトウキョウシテン

Ｂ

ビーム計画設計株式会社東京支店

ヒガシニホンデンシンデンワサイタマジギョウブ

Ａ

東日本電信電話株式会社埼玉事業部

ビソーコウギョウカスカベシテン

Ａ

ビソー工業株式会社春日部支店

ビソーコウギョウカスカベシテン

Ａ

ビソー工業株式会社春日部支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

建築物管理 点検・検査業務 46

53年 管理業務

代表取締役 坂本　満 2,441,838千円 運転業務

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-3-1 820人

048-822-9900 30,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 39

46年

代表取締役 畑野　藤一 3,522,277千円

〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-5-10 49人

048-710-2265 50,000千円

建築物管理 点検・検査業務 4

47年

代表取締役 藤岡　実 476,607千円

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子1-5-2 25人

048-853-0080 50,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 24

36年

運行管理者 小林　一美 282,107千円

〒328-0124 栃木県栃木市野中町464-1 28人

0282-23-3113 53,200千円

建築物管理 点検・検査業務 23

44年 管理業務

代表取締役 小高　正嘉 823,915千円

〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東2-14-14 57人

管内 0480-52-6038 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 7

44年 管理業務

代表取締役 齋藤　博美 177,728千円 運転業務

〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町18-7 14人

048-761-1131 10,000千円

ビルメン

Ａ

株式会社ビルメン

フクダデンシニシカントウハンバイ

Ｂ

フクダ電子西関東販売株式会社

フジオカボウサイセツビ

Ｂ

藤岡防災設備株式会社

フジカンコウバス

Ｂ

富士観光バス株式会社

フジコントロール

Ａ

富士コントロール株式会社

フジサンギョウ

Ｂ

株式会社不二産業
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 29

39年

営業統括部長 海津　裕明 16,442,826千円

〒330-6028 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 374人

048-600-1523 30,000千円

電算 電算 29

39年

営業統括部長 海津　裕明 16,442,826千円

〒330-6028 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 374人

048-600-1523 30,000千円

電算 電算 27

71年

支社長 瀧本　達也 199,949,131千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 3,371人

048-641-1747 12,220,000千円

電算 電算 27

71年 運転業務

支社長 瀧本　達也 199,949,131千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 3,371人

048-641-1747 12,220,000千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 120

8年

代表取締役社長 吉川　健一 617,233千円

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 46人

03-5366-6018 230,150千円

建築物管理 廃棄物処理業務 87

20年

代表取締役 岩崎　健紀 107,213千円

〒347-0063 埼玉県加須市久下4-46-8 7人

管内 0480-65-2067 10,000千円

フジゼロックスサイタマエイギョウトウカツブ

Ａ

富士ゼロックス埼玉株式会社営業統括部

フジゼロックスサイタマエイギョウトウカツブ

Ａ

富士ゼロックス埼玉株式会社営業統括部

フジツウマーケティングカンエツシシャ

Ａ

株式会社富士通マーケティング関越支社

フジツウマーケティングカンエツシシャ

Ａ

株式会社富士通マーケティング関越支社

ブリックス

Ｂ

株式会社ブリックス

マック

Ｂ

株式会社マック

25 令和元年・令和２年度　埼玉東部消防組合　維持管理業務



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 26

46年

代表取締役 松下　充孝 940,517千円

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-12 59人

048-840-4118 10,500千円

建築物管理 点検・検査業務 92

52年

支店長 山川　一郎 1,338,416千円

〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13 43人

048-685-6518 30,000千円

建築物管理 点検・検査業務 92

52年

支店長 山川　一郎 1,338,416千円

〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13 43人

048-685-6518 30,000千円

建築物管理 廃棄物処理業務 25

32年 管理業務

代表取締役 宮内　重雄 246,991千円

〒346-0002 埼玉県久喜市野久喜128 28人

管内 0480-21-0813 10,000千円

建築物管理 点検・検査業務 69

53年 管理業務

代表取締役 坪井　宣子 927,085千円 運転業務

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-3-9 62人

048-833-8181 30,000千円

電算 電算 33

68年

代表取締役 望月　諭 1,235,304千円

〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-36 109人

048-840-2111 99,500千円

マツシタセッケイ

Ａ

株式会社松下設計

ミツミネムセンキタカントウシテン

Ｂ

三峰無線株式会社北関東支店

ミヤウチケンザイコウギョウ

Ｂ

宮内建材興業株式会社

ミツミネムセンキタカントウシテン

Ｂ

三峰無線株式会社北関東支店

ムサシビルクリーナー

Ａ

株式会社むさしビルクリーナー

モチヅキインサツ

Ａ

望月印刷株式会社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

電算 電算 33

68年 催物等

代表取締役 望月　諭 1,235,304千円

〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-36 109人

048-840-2111 99,500千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 53

21年

部長 小林　功 5,181,403千円

〒274-0081 千葉県船橋市小野田町1530 140人

047-457-2191 100,000千円

建築物管理 点検・検査業務 30

50年

代表取締役 弓木　裕一 1,745,489千円

〒394-0217 埼玉県白岡市小久喜1161-3 37人

管内 0480-92-0067 20,000千円

建築物管理 点検・検査業務 79

59年

部長 高田　利行 629,974,028千円

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-1 18,552人

048-664-4331 2,517,400千円

建築物管理 点検・検査業務 79

59年

部長 高田　利行 629,974,028千円

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-1 18,552人

048-664-4331 2,517,400千円

催物＿映画＿広告＿その他の業務 催物等 79

59年

部長 高田　利行 629,974,028千円

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-1 18,552人

048-664-4331 2,517,400千円

モチヅキインサツ

Ａ

望月印刷株式会社

モリタテクノスヒガシニホンエイギョウブ

Ａ

株式会社モリタテクノス東日本営業部

ユミキデンセツシャ

Ｂ

株式会社弓木電設社

リコージャパンハンバイジギョウホンブサイタマシシャコウキョウブンキョウエイギョウブ

Ａ

リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社公共文教営業部

リコージャパンハンバイジギョウホンブサイタマシシャコウキョウブンキョウエイギョウブ

Ａ

リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社公共文教営業部

リコージャパンハンバイジギョウホンブサイタマシシャコウキョウブンキョウエイギョウブ

Ａ

リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社公共文教営業部
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 番号

催物＿映画＿広告＿その他の業務 その他の業務 126

71年

支店長 田口　弘樹 68,290,199千円

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区4-138金周ビル2階 1,804人

048-649-6223 14,114,985千円

建築物管理 点検・検査業務 19

18年

代表取締役 森　清 63,375千円

〒340-0026 埼玉県草加市両新田東町101 4人

048-925-8895 3,000千円

リョウモリショウボウ

Ｃ

有限会社両森消防

リソウカガクコウギョウリソウサイタマシテン

Ａ

理想科学工業株式会社理想さいたま支店
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