
五島市競争入札参加資格者名簿（物品） 【資格期間：R3.10.1-R4.9.30】

70101-0 旭自動車　有限会社 五島市吉久木町１４４６番地１ 市内 01車両類

70101-0 旭自動車　有限会社 五島市吉久木町１４４６番地１ 市内 03各種車両整備

70102-0 株式会社アシタバ機電 五島市吉田町３２０６番地 市内 27消防・防災

70102-0 株式会社アシタバ機電 五島市吉田町３２０６番地 市内 32資材

70102-0 株式会社アシタバ機電 五島市吉田町３２０６番地 市内 46業務委託

70104-0 株式会社　アカヒゲ創建　五島支店 五島市三井楽町濱ノ畔3069番地4 市内 46業務委託

70105-0 株式会社　アステム　長崎支店五島出張所 五島市三尾野３丁目６番７号 市内 13医療器具類

70106-0 株式会社　アール・テクノ・サービス 五島市上大津町１１９６番地 市内 27消防・防災

70107-0 有限会社青山電機商会 五島市中央町６番地１６ 市内 07電化製品･音響機器

70107-0 有限会社青山電機商会 五島市中央町６番地１６ 市内 08厨房用品・ガス器具

70108-0 (株)アライ 五島市富江町山下３３４番地１ 市内 07電化製品･音響機器

70108-0 (株)アライ 五島市富江町山下３３４番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具

70108-0 (株)アライ 五島市富江町山下３３４番地１ 市内 27消防・防災

70109-0 アイティーアイ株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷二丁目５番１５号 市内 13医療器具類

70109-0 アイティーアイ株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷二丁目５番１５号 市内 14薬品類

70110-0 株式会社　アスカ　福江営業所 五島市籠淵町2176-1 市内 09写真器具、撮影機材

70201-0 井関シロアリ消毒 五島市大荒町735-1 市内 46業務委託

70202-0 いそだスポーツ 五島市三尾野１丁目１番３号 市内 15教育教材・音楽・楽器

70202-0 いそだスポーツ 五島市三尾野１丁目１番３号 市内 16体育用具、スポーツ器具

70202-0 いそだスポーツ 五島市三尾野１丁目１番３号 市内 28遊具・玩具

70202-0 いそだスポーツ 五島市三尾野１丁目１番３号 市内 29旗・賞品・記念品

70202-0 いそだスポーツ 五島市三尾野１丁目１番３号 市内 30天幕・染物

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 07電化製品･音響機器

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 09写真器具、撮影機材

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 13医療器具類

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 15教育教材・音楽・楽器

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 16体育用具、スポーツ器具

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 18寝具・衣類・帽子

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 20文房具・紙類

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 21印鑑

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 23室内装飾

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 28遊具・玩具

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 29旗・賞品・記念品

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 30天幕・染物

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 45物品の賃貸

70203-0 有限会社　イシマル五島 五島市上大津町１１３１番地１ 市内 46業務委託

70204-0 合資会社　今利石油店 五島市東浜町一丁目２番５号 市内 31燃料類

業種市内外所在地事業者名受付番号
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業種市内外所在地事業者名受付番号

70206-0 株式会社　逸 五島市吉田町2027番地1 市内 01車両類

70206-0 株式会社　逸 五島市吉田町2027番地1 市内 02各種車両部品

70206-0 株式会社　逸 五島市吉田町2027番地1 市内 03各種車両整備

70207-0 石谷組 五島市三井楽町丑ノ浦473-4 市内 44廃品回収

70209-0 今里電気保安管理事務所 五島市岐宿町楠原398-5 市内 47その他

70402-0 有限会社　榎津電機店 五島市中央町４番地１９ 市内 07電化製品･音響機器

70501-0 緒方電機商会 五島市玉之浦町玉之浦５８３番地 市内 07電化製品･音響機器

70502-0 有限会社　鬼岳造園 五島市上崎山町2072番地2 市内 26日用品、食料品、植物

70502-0 有限会社　鬼岳造園 五島市上崎山町2072番地2 市内 46業務委託

70503-0 有限会社　大川建材　五島支店 五島市東浜町３丁目11番1号 市内 14薬品類

70503-0 有限会社　大川建材　五島支店 五島市東浜町３丁目11番1号 市内 36セメント、砂

70503-0 有限会社　大川建材　五島支店 五島市東浜町３丁目11番1号 市内 37砂利、石材

70503-0 有限会社　大川建材　五島支店 五島市東浜町３丁目11番1号 市内 40エラスタイト乳剤、加熱合材

70505-0 合同会社アイラオリエンタルリンク 五島市木場町２４０番地１ 市内 07電化製品･音響機器

70505-0 合同会社アイラオリエンタルリンク 五島市木場町２４０番地１ 市内 09写真器具、撮影機材

70505-0 合同会社アイラオリエンタルリンク 五島市木場町２４０番地１ 市内 15教育教材・音楽・楽器

70505-0 合同会社アイラオリエンタルリンク 五島市木場町２４０番地１ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

70505-0 合同会社アイラオリエンタルリンク 五島市木場町２４０番地１ 市内 46業務委託

71103-0 垣深建機サービス株式会社 五島市吉田町３１０６番地１１ 市内 03各種車両整備

71103-0 垣深建機サービス株式会社 五島市吉田町３１０６番地１１ 市内 11産業･建設機器類

71103-0 垣深建機サービス株式会社 五島市吉田町３１０６番地１１ 市内 12土木農林器具

71103-0 垣深建機サービス株式会社 五島市吉田町３１０６番地１１ 市内 45物品の賃貸

71103-0 垣深建機サービス株式会社 五島市吉田町３１０６番地１１ 市内 46業務委託

71104-0 門原自動車整備工場 五島市玉之浦町中須字前田５８４番地１ 市内 01車両類

71104-0 門原自動車整備工場 五島市玉之浦町中須字前田５８４番地１ 市内 03各種車両整備

71104-0 門原自動車整備工場 五島市玉之浦町中須字前田５８４番地１ 市内 02各種車両部品

71108-0 株式会社　神田商会 五島市東浜町一丁目６番１号 市内 08厨房用品・ガス器具

71108-0 株式会社　神田商会 五島市東浜町一丁目６番１号 市内 31燃料類

71110-0 合資会社　川末製材所 五島市富江町松尾６３６番地 市内 34木材

71111-0 川村電機 五島市福江町１１９０番地８ 市内 41鉄工溶接、鍛冶、ブリキ板金

71113-0 カワバタ 五島市末広町１番地１ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

71115-0 環境プランニングサービス株式会社 五島市岐宿町河務３２６番地６ 市内 11産業･建設機器類

71115-0 環境プランニングサービス株式会社 五島市岐宿町河務３２６番地６ 市内 44廃品回収

71115-0 環境プランニングサービス株式会社 五島市岐宿町河務３２６番地６ 市内 46業務委託

71117-0 川上建設工業株式会社 五島市吉田町９７７番地１ 市内 46業務委託

71201-0 九州電力株式会社　五島営業所 五島市紺屋町5-11 市内 47その他

71202-0 株式会社　清川　五島営業所 五島市吉久木町693-1 市内 44廃品回収

71202-0 株式会社　清川　五島営業所 五島市吉久木町693-1 市内 46業務委託

71204-0 北島産業株式会社 五島市吉久木町３１７番地１ 市内 23室内装飾
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71204-0 北島産業株式会社 五島市吉久木町３１７番地１ 市内 33畳、ガラス、建具

71204-0 北島産業株式会社 五島市吉久木町３１７番地１ 市内 42看板、掲示板、樹脂加工

71207-0 有限会社　キンキ環境 五島市長手町８０８番地 市内 37砂利、石材

71207-0 有限会社　キンキ環境 五島市長手町８０８番地 市内 44廃品回収

71207-0 有限会社　キンキ環境 五島市長手町８０８番地 市内 46業務委託

71302-0 久保車輌整備工場 五島市吉田町２０３４番地１ 市内 01車両類

71302-0 久保車輌整備工場 五島市吉田町２０３４番地１ 市内 02各種車両部品

71302-0 久保車輌整備工場 五島市吉田町２０３４番地１ 市内 03各種車両整備

71401-0 ケービーソフトウェア株式会社　五島営業所 五島市福江町６番１２号 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

71401-0 ケービーソフトウェア株式会社　五島営業所 五島市福江町６番１２号 市内 46業務委託

71402-0 社会福祉法人さゆり会　けいぷはうす 五島市下大津町３４３番地１ 市内 18寝具・衣類・帽子

71402-0 社会福祉法人さゆり会　けいぷはうす 五島市下大津町３４３番地１ 市内 29旗・賞品・記念品

71402-0 社会福祉法人さゆり会　けいぷはうす 五島市下大津町３４３番地１ 市内 30天幕・染物

71501-0 特定非営利活動法人　五島あすなろ会 五島市籠淵町2176番地1 市内 26日用品、食料品、植物

71501-0 特定非営利活動法人　五島あすなろ会 五島市籠淵町2176番地1 市内 46業務委託

71502-0 株式会社　興和開発　五島支店 五島市下大津町７２３番地８ 市内 06塗装材料

71502-0 株式会社　興和開発　五島支店 五島市下大津町７２３番地８ 市内 35鋼材

71502-0 株式会社　興和開発　五島支店 五島市下大津町７２３番地８ 市内 42看板、掲示板、樹脂加工

71502-0 株式会社　興和開発　五島支店 五島市下大津町７２３番地８ 市内 46業務委託

71502-0 株式会社　興和開発　五島支店 五島市下大津町７２３番地８ 市内 47その他

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 01車両類

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 02各種車両部品

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 03各種車両整備

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 11産業･建設機器類

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 27消防・防災

71503-0 有限会社　神之浦自動車 五島市岐宿町中嶽２０２７番地１５ 市内 45物品の賃貸

71505-0 こばた電設株式会社 五島市吉田町２５３２番地５ 市内 07電化製品･音響機器

71505-0 こばた電設株式会社 五島市吉田町２５３２番地５ 市内 08厨房用品・ガス器具

71505-0 こばた電設株式会社 五島市吉田町２５３２番地５ 市内 11産業･建設機器類

71505-0 こばた電設株式会社 五島市吉田町２５３２番地５ 市内 27消防・防災

71506-0 株式会社　五島ホンダ 五島市錦町３番地８ 市内 01車両類

71506-0 株式会社　五島ホンダ 五島市錦町３番地８ 市内 02各種車両部品

71506-0 株式会社　五島ホンダ 五島市錦町３番地８ 市内 03各種車両整備

71507-0 五島市民電力株式会社 五島市東浜町１丁目18－1 市内 47その他

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 11産業･建設機器類

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 12土木農林器具

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 32資材

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 36セメント、砂

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 37砂利、石材
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71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 39コンクリート製陶管類

71510-0 株式会社　五島鉱山　五島鉱業所 五島市増田町二里木場イ６１４ 市内 47その他

71511-0 五島技建工業株式会社 五島市大円寺町６番１号 市内 40エラスタイト乳剤、加熱合材

71512-0 光洋石油株式会社　福江給油所 五島市東浜町一丁目２番１０号 市内 02各種車両部品

71512-0 光洋石油株式会社　福江給油所 五島市東浜町一丁目２番１０号 市内 31燃料類

71512-0 光洋石油株式会社　福江給油所 五島市東浜町一丁目２番１０号 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

71513-0 五島石油株式会社 五島市富江町富江１８７番地３ 市内 02各種車両部品

71513-0 五島石油株式会社 五島市富江町富江１８７番地３ 市内 31燃料類

71514-0 五島森林組合 五島市吉田町3110番地8 市内 12土木農林器具

71514-0 五島森林組合 五島市吉田町3110番地8 市内 26日用品、食料品、植物

71514-0 五島森林組合 五島市吉田町3110番地8 市内 34木材

71514-0 五島森林組合 五島市吉田町3110番地8 市内 46業務委託

71515-0 国分九州株式会社　第二支社　長崎支店　五島営業所 五島市東浜町3丁目8-2 市内 26日用品、食料品、植物

71515-0 国分九州株式会社　第二支社　長崎支店　五島営業所 五島市東浜町3丁目8-2 市内 27消防・防災

71517-0 有限会社　光洋楽器 五島市末広町１番地１３ 市内 15教育教材・音楽・楽器

71517-0 有限会社　光洋楽器 五島市末広町１番地１３ 市内 17書籍

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 01車両類

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 02各種車両部品

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 03各種車両整備

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 12土木農林器具

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 14薬品類

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 21印鑑

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 26日用品、食料品、植物

71519-0 ごとう農業協同組合 五島市籠淵町２４５０番地１ 市内 31燃料類

71520-0 有限会社　光洋社 五島市末広町１番地１３ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

71520-0 有限会社　光洋社 五島市末広町１番地１３ 市内 20文房具・紙類

71520-0 有限会社　光洋社 五島市末広町１番地１３ 市内 21印鑑

71520-0 有限会社　光洋社 五島市末広町１番地１３ 市内 29旗・賞品・記念品

72101-0 合名会社　才津印刷所 五島市栄町６番地１４ 市内 21印鑑

72101-0 合名会社　才津印刷所 五島市栄町６番地１４ 市内 22印刷

72102-0 三栄建機サービス 五島市岐宿町河務３３１番地３ 市内 03各種車両整備

72102-0 三栄建機サービス 五島市岐宿町河務３３１番地３ 市内 11産業･建設機器類

72102-0 三栄建機サービス 五島市岐宿町河務３３１番地３ 市内 12土木農林器具

72102-0 三栄建機サービス 五島市岐宿町河務３３１番地３ 市内 45物品の賃貸

72103-0 才津プロパン株式会社 五島市吉久木町１４６８番地 市内 08厨房用品・ガス器具

72103-0 才津プロパン株式会社 五島市吉久木町１４６８番地 市内 31燃料類

72104-0 才津書店 五島市三井楽町濱ノ畔1038 市内 17書籍

72105-0 サトミ・オート 五島市三井楽町濱ノ畔５４５番地７ 市内 01車両類
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72105-0 サトミ・オート 五島市三井楽町濱ノ畔５４５番地７ 市内 02各種車両部品

72105-0 サトミ・オート 五島市三井楽町濱ノ畔５４５番地７ 市内 03各種車両整備

72106-0 三進コンクリート工業有限会社 五島市松山町９４９番地１ 市内 38生コンクリート

72106-0 三進コンクリート工業有限会社 五島市松山町９４９番地１ 市内 39コンクリート製陶管類

72107-0 サカイ工芸 五島市中央町１－５０ 市内 30天幕・染物

72107-0 サカイ工芸 五島市中央町１－５０ 市内 42看板、掲示板、樹脂加工

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 07電化製品･音響機器

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 08厨房用品・ガス器具

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 10測定機器

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 14薬品類

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

72108-0 株式会社　才津政男商店 五島市中央町５番地１３ 市内 31燃料類

72109-0 有限会社　澤本金物店 五島市中央町５－３ 市内 06塗装材料

72109-0 有限会社　澤本金物店 五島市中央町５－３ 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

72109-0 有限会社　澤本金物店 五島市中央町５－３ 市内 26日用品、食料品、植物

72109-0 有限会社　澤本金物店 五島市中央町５－３ 市内 29旗・賞品・記念品

72109-0 有限会社　澤本金物店 五島市中央町５－３ 市内 30天幕・染物

72110-0 シャディサラダ館福江町店 五島市東浜町１－５－１７ 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

72110-0 シャディサラダ館福江町店 五島市東浜町１－５－１７ 市内 29旗・賞品・記念品

72111-0 サコナカ電機 五島市奈留町浦１８３８番地９ 市内 07電化製品･音響機器

72111-0 サコナカ電機 五島市奈留町浦１８３８番地９ 市内 08厨房用品・ガス器具

72112-0 SUN 五島市岐宿町河務３３１－３ 市内 03各種車両整備

72112-0 SUN 五島市岐宿町河務３３１－３ 市内 11産業･建設機器類

72112-0 SUN 五島市岐宿町河務３３１－３ 市内 12土木農林器具

72112-0 SUN 五島市岐宿町河務３３１－３ 市内 45物品の賃貸

72113-0 貞方たたみ店 五島市木場町69-2 市内 33畳、ガラス、建具

72202-0 有限会社新栄マイカーランド 五島市吉久木町１８８番地１ 市内 01車両類

72202-0 有限会社新栄マイカーランド 五島市吉久木町１８８番地１ 市内 02各種車両部品

72202-0 有限会社新栄マイカーランド 五島市吉久木町１８８番地１ 市内 03各種車両整備

72202-0 有限会社新栄マイカーランド 五島市吉久木町１８８番地１ 市内 44廃品回収

72202-0 有限会社新栄マイカーランド 五島市吉久木町１８８番地１ 市内 45物品の賃貸

72203-0 下五島生コンクリート協同組合 五島市吉田町３２９１番地２ 市内 38生コンクリート

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 15教育教材・音楽・楽器

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 20文房具・紙類

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 21印鑑

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 28遊具・玩具

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 29旗・賞品・記念品

72204-0 有限会社　事務機の安福 五島市池田町５番２８号 市内 45物品の賃貸
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72205-0 株式会社　翔薬　五島支店 五島市中央町２番地９ 市内 13医療器具類

72205-0 株式会社　翔薬　五島支店 五島市中央町２番地９ 市内 14薬品類

72207-0 シロヤマ電工 五島市奈留町浦４６８番地１０５ 市内 07電化製品･音響機器

72207-0 シロヤマ電工 五島市奈留町浦４６８番地１０５ 市内 08厨房用品・ガス器具

72207-0 シロヤマ電工 五島市奈留町浦４６８番地１０５ 市内 27消防・防災

72207-0 シロヤマ電工 五島市奈留町浦４６８番地１０５ 市内 46業務委託

72209-0 株式会社　車検ネットワークノグチオート 五島市上大津町１６５１番地１ 市内 01車両類

72209-0 株式会社　車検ネットワークノグチオート 五島市上大津町１６５１番地１ 市内 02各種車両部品

72209-0 株式会社　車検ネットワークノグチオート 五島市上大津町１６５１番地１ 市内 03各種車両整備

72403-0 株式会社　セイホウ開発 五島市上大津町２２３８番地２ 市内 34木材

72403-0 株式会社　セイホウ開発 五島市上大津町２２３８番地２ 市内 37砂利、石材

72403-0 株式会社　セイホウ開発 五島市上大津町２２３８番地２ 市内 44廃品回収

72403-0 株式会社　セイホウ開発 五島市上大津町２２３８番地２ 市内 46業務委託

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 05船舶付属品

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 07電化製品･音響機器

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 09写真器具、撮影機材

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 10測定機器

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 11産業･建設機器類

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 12土木農林器具

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 15教育教材・音楽・楽器

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 17書籍

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 18寝具・衣類・帽子

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 20文房具・紙類

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 23室内装飾

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 29旗・賞品・記念品

72404-0 有限会社　精光社 五島市籠淵町２１２６番地１ 市内 45物品の賃貸

73101-0 樽角自動車 五島市籠淵町97 市内 01車両類

73101-0 樽角自動車 五島市籠淵町97 市内 02各種車両部品

73101-0 樽角自動車 五島市籠淵町97 市内 03各種車両整備

73101-0 樽角自動車 五島市籠淵町97 市内 11産業･建設機器類

73104-0 有限会社　タテイシ 五島市富江町富江３０６番地２ 市内 08厨房用品・ガス器具

73104-0 有限会社　タテイシ 五島市富江町富江３０６番地２ 市内 31燃料類

73105-0 田中電機　 五島市福江町２－１４ 市内 07電化製品･音響機器

73105-0 田中電機 五島市福江町２－１４ 市内 08厨房用品・ガス器具

73106-0 大公商事株式会社 五島市野々切町２３７６番地２ 市内 35鋼材

73106-0 大公商事株式会社 五島市野々切町２３７６番地２ 市内 39コンクリート製陶管類

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 07電化製品･音響機器

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具
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73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 09写真器具、撮影機材

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 11産業･建設機器類

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 13医療器具類

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 15教育教材・音楽・楽器

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 16体育用具、スポーツ器具

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 18寝具・衣類・帽子

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 20文房具・紙類

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 21印鑑

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 23室内装飾

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 27消防・防災

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 28遊具・玩具

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 29旗・賞品・記念品

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 30天幕・染物

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 45物品の賃貸

73201-0 株式会社　チューオー 五島市大荒町１８番地１ 市内 46業務委託

73301-0 株式会社　つばき屋 五島市三井楽町濱ノ畔1218-1 市内 26日用品、食料品、植物

73401-0 株式会社ディーソルＨＰＩ 五島市下大津町７１２番地２６ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

73401-0 株式会社ディーソルＨＰＩ 五島市下大津町７１２番地２６ 市内 22印刷

73401-0 株式会社ディーソルＨＰＩ 五島市下大津町７１２番地２６ 市内 47その他

73402-0 テーラーつつみ株式会社 五島市中央町４－２３ 市内 18寝具・衣類・帽子

73501-0 富川オートサービス 五島市下大津町７２２番地３ 市内 01車両類

73501-0 富川オートサービス 五島市下大津町７２２番地３ 市内 02各種車両部品

73501-0 富川オートサービス 五島市下大津町７２２番地３ 市内 03各種車両整備

73502-0 トヨタカローラ長崎株式会社　五島店 五島市吉久木町６９６ 市内 01車両類

73502-0 トヨタカローラ長崎株式会社　五島店 五島市吉久木町６９６ 市内 02各種車両部品

73506-0 富江自動車整備工場 五島市富江町松尾６３６番地１ 市内 01車両類

73506-0 富江自動車整備工場 五島市富江町松尾６３６番地１ 市内 02各種車両部品

73506-0 富江自動車整備工場 五島市富江町松尾６３６番地１ 市内 03各種車両整備

73508-0 東七株式会社　五島営業所 五島市末広町１番地 市内 13医療器具類

73508-0 東七株式会社　五島営業所 五島市末広町１番地 市内 14薬品類

74103-0 有限会社　中村防災　五島営業所 五島市籠淵町1224-13 市内 01車両類

74103-0 有限会社　中村防災　五島営業所 五島市籠淵町1224-13 市内 27消防・防災

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 07電化製品･音響機器

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 11産業･建設機器類

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 27消防・防災

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 32資材

74104-0 長崎電建工業株式会社 五島支店 五島市籠淵町2461-3 市内 47その他
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74106-0 長崎トヨペット株式会社　五島店 五島市吉久木町693－5 市内 01車両類

74106-0 長崎トヨペット株式会社　五島店 五島市吉久木町693－5 市内 03各種車両整備

74201-0 合資会社仁科靴店 五島市栄町３番地５ 市内 08厨房用品・ガス器具

74201-0 合資会社仁科靴店 五島市栄町３番地５ 市内 16体育用具、スポーツ器具

74201-0 合資会社仁科靴店 五島市栄町３番地５ 市内 26日用品、食料品、植物

74201-0 合資会社仁科靴店 五島市栄町３番地５ 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 02各種車両部品

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 04船舶

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 05船舶付属品

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 06塗装材料

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 07電化製品･音響機器

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 08厨房用品・ガス器具

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 10測定機器

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 11産業･建設機器類

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 12土木農林器具

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 16体育用具、スポーツ器具

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 18寝具・衣類・帽子

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 23室内装飾

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 27消防・防災

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 28遊具・玩具

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 30天幕・染物

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 32資材

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 35鋼材

74203-0 日伸産業株式会社　五島営業所 五島市三尾野三丁目1番6号 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

74503-0 有限会社　野﨑電機 五島市中央町４番地３３ 市内 07電化製品･音響機器

74503-0 有限会社　野﨑電機 五島市中央町４番地３３ 市内 08厨房用品・ガス器具

75102-0 株式会社　ハヤカワコーポレーション　五島出張所 五島市吉久木町１５７番地３ 市内 07電化製品･音響機器

75102-0 株式会社　ハヤカワコーポレーション　五島出張所 五島市吉久木町１５７番地３ 市内 08厨房用品・ガス器具

75102-0 株式会社　ハヤカワコーポレーション　五島出張所 五島市吉久木町１５７番地３ 市内 11産業･建設機器類

75102-0 株式会社　ハヤカワコーポレーション　五島出張所 五島市吉久木町１５７番地３ 市内 16体育用具、スポーツ器具

75102-0 株式会社　ハヤカワコーポレーション　五島出張所 五島市吉久木町１５７番地３ 市内 32資材

75106-0 株式会社　花村潜建 五島市吉久木町159番地1 市内 46業務委託

75108-0 浜村商会 五島市三井楽町濱ノ畔１３１４ 市内 02各種車両部品

75108-0 浜村商会 五島市三井楽町濱ノ畔１３１４ 市内 12土木農林器具

75201-0 平山電気店 五島市栄町１－４２ 市内 07電化製品･音響機器

75203-0 有限会社平村自動車 五島市吉久木町４６７番地 市内 01車両類

75203-0 有限会社平村自動車 五島市吉久木町４６７番地 市内 02各種車両部品

75203-0 有限会社平村自動車 五島市吉久木町４６７番地 市内 03各種車両整備

75204-0 (有)平湯商事　オックスフォード福江店 五島市吉久木町731番地 市内 17書籍
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75204-0 (有)平湯商事　オックスフォード福江店 五島市吉久木町731番地 市内 20文房具・紙類

75205-0 樋口造園 五島市三尾野一丁目２番８号 市内 26日用品、食料品、植物

75205-0 樋口造園 五島市三尾野一丁目２番８号 市内 46業務委託

75208-0 ヒロシ・フォトスタジオ 五島市木場町２４４－９ 市内 09写真器具、撮影機材

75301-0 文化印刷有限会社 五島市栄町６番地１５ 市内 22印刷

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 01車両類

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 03各種車両整備

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 04船舶

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 11産業･建設機器類

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 12土木農林器具

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 14薬品類

75302-0 株式会社　福岡九州クボタ　五島営業所 五島市吉久木町201番地1 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

75303-0 福江電設　株式会社 五島市吉田町2532番地12 市内 07電化製品･音響機器

75303-0 福江電設　株式会社 五島市吉田町2532番地12 市内 08厨房用品・ガス器具

75303-0 福江電設　株式会社 五島市吉田町2532番地12 市内 11産業･建設機器類

75303-0 福江電設　株式会社 五島市吉田町2532番地12 市内 27消防・防災

75304-0 福原印房 五島市幸町１番地２８ 市内 21印鑑

75305-0 福江ケーブルテレビ　株式会社 五島市坂の上一丁目４番７号 市内 07電化製品･音響機器

75305-0 福江ケーブルテレビ　株式会社 五島市坂の上一丁目４番７号 市内 09写真器具、撮影機材

75305-0 福江ケーブルテレビ　株式会社 五島市坂の上一丁目４番７号 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

75306-0 合同会社　フォレストワーク五島 五島市上大津町1267番地2 市内 12土木農林器具

75306-0 合同会社　フォレストワーク五島 五島市上大津町1267番地2 市内 26日用品、食料品、植物

75306-0 合同会社　フォレストワーク五島 五島市上大津町1267番地2 市内 29旗・賞品・記念品

75306-0 合同会社　フォレストワーク五島 五島市上大津町1267番地2 市内 34木材

75306-0 合同会社　フォレストワーク五島 五島市上大津町1267番地2 市内 46業務委託

75307-0 藤村薬品株式会社　五島支店 五島市中央町２番地１０ 市内 13医療器具類

75307-0 藤村薬品株式会社　五島支店 五島市中央町２番地１０ 市内 14薬品類

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 01車両類

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 02各種車両部品

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 03各種車両整備

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 11産業･建設機器類

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 44廃品回収

75309-0 古木自動車 五島市奈留町浦１６００番地３ 市内 45物品の賃貸

75311-0 福江フェンダー 五島市籠淵町２３６３番地１ 市内 01車両類

75311-0 福江フェンダー 五島市籠淵町２３６３番地１ 市内 02各種車両部品

75311-0 福江フェンダー 五島市籠淵町２３６３番地１ 市内 03各種車両整備

75312-0 株式会社　福富工業 五島市福江町3-8 市内 46業務委託

75314-0 藤井電気保安管理事務所 五島市上大津町２０６番地５ 市内 47その他

75316-0 藤原電気管理事務所 五島市吉田町２７１９－２ 市内 47その他
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75501-0 ホシザキ北九株式会社　五島営業所 五島市三尾野１丁目8番5号 市内 08厨房用品・ガス器具

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 09写真器具、撮影機材

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 14薬品類

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 30天幕・染物

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 32資材

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 36セメント、砂

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 37砂利、石材

76102-0 株式会社　眞﨑商店 五島市吉久木町９４９番地 市内 39コンクリート製陶管類

76103-0 丸福生花店 五島市錦町３－１３ 市内 26日用品、食料品、植物

76105-0 有限会社　マルイ電機 五島市三井楽町濱ノ畔１１８６番地 市内 07電化製品･音響機器

76105-0 有限会社　マルイ電機 五島市三井楽町濱ノ畔１１８６番地 市内 08厨房用品・ガス器具

76105-0 有限会社　マルイ電機 五島市三井楽町濱ノ畔１１８６番地 市内 09写真器具、撮影機材

76105-0 有限会社　マルイ電機 五島市三井楽町濱ノ畔１１８６番地 市内 13医療器具類

76105-0 有限会社　マルイ電機 五島市三井楽町濱ノ畔１１８６番地 市内 23室内装飾

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 06塗装材料

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 23室内装飾

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 32資材

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 33畳、ガラス、建具

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 34木材

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 35鋼材

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 36セメント、砂

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 37砂利、石材

76107-0 有限会社　丸二建材店 五島市奈留町浦１８１９番地 市内 39コンクリート製陶管類

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 16体育用具、スポーツ器具

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 18寝具・衣類・帽子

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 23室内装飾

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 26日用品、食料品、植物

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 28遊具・玩具

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 29旗・賞品・記念品

76108-0 松尾衣料品店 五島市奈留町浦１８３８番地７ 市内 30天幕・染物

76109-0 有限会社　松野尾石油店 五島市富江町富江１８５番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具

76109-0 有限会社　松野尾石油店 五島市富江町富江１８５番地１ 市内 31燃料類

76111-0 舛本旗店 五島市木場町２４５番地３ 市内 18寝具・衣類・帽子

76111-0 舛本旗店 五島市木場町２４５番地３ 市内 27消防・防災

76111-0 舛本旗店 五島市木場町２４５番地３ 市内 29旗・賞品・記念品

76111-0 舛本旗店 五島市木場町２４５番地３ 市内 30天幕・染物

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 06塗装材料

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 07電化製品･音響機器
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76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 09写真器具、撮影機材

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 10測定機器

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 13医療器具類

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 15教育教材・音楽・楽器

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 16体育用具、スポーツ器具

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 17書籍

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 18寝具・衣類・帽子

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 20文房具・紙類

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 21印鑑

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 23室内装飾

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 28遊具・玩具

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 29旗・賞品・記念品

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 30天幕・染物

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

76113-0 有限会社　円尾商店 五島市木場町３１０番地１ 市内 45物品の賃貸

76201-0 株式会社　宮崎温仙堂商店　五島支店 五島市三尾野二丁目３番３７号 市内 13医療器具類

76201-0 株式会社　宮崎温仙堂商店　五島支店 五島市三尾野二丁目３番３７号 市内 14薬品類

76202-0 有限会社　宮川タイヤ 五島市武家屋敷三丁目１番１号 市内 02各種車両部品

76203-0 宮本輪工 五島市木場町295-1 市内 01車両類

76203-0 宮本輪工 五島市木場町295-1 市内 02各種車両部品

76203-0 宮本輪工 五島市木場町295-1 市内 03各種車両整備

76203-0 宮本輪工 五島市木場町295-1 市内 27消防・防災

76204-0 道自動車整備工場 五島市木場町２７５番地２ 市内 02各種車両部品

76204-0 道自動車整備工場 五島市木場町２７５番地２ 市内 03各種車両整備

76205-0 宮﨑造園建設 五島市籠淵町2093番地2 市内 26日用品、食料品、植物

76205-0 宮﨑造園建設 五島市籠淵町2093番地2 市内 46業務委託

76207-0 Mitake合同会社 五島市江川町10-6 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

76207-0 Mitake合同会社 五島市江川町10-6 市内 46業務委託

76302-0 村木自動車 五島市奈留町浦１８７番地１５ 市内 01車両類

76302-0 村木自動車 五島市奈留町浦１８７番地１５ 市内 02各種車両部品

76302-0 村木自動車 五島市奈留町浦１８７番地１５ 市内 03各種車両整備

76302-0 村木自動車 五島市奈留町浦１８７番地１５ 市内 11産業･建設機器類

76302-0 村木自動車 五島市奈留町浦１８７番地１５ 市内 45物品の賃貸

76401-0 合同会社　メディアウェブ 五島市武家屋敷１丁目５-３５ 市内 15教育教材・音楽・楽器

76401-0 合同会社　メディアウェブ 五島市武家屋敷１丁目５-３５ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

76401-0 合同会社　メディアウェブ 五島市武家屋敷１丁目５-３５ 市内 46業務委託
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76501-0 合名会社　本村商店 五島市栄町９番地２６ 市内 31燃料類

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 08厨房用品・ガス器具

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 10測定機器

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 11産業･建設機器類

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 12土木農林器具

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 13医療器具類

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 16体育用具、スポーツ器具

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 27消防・防災

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 28遊具・玩具

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 32資材

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 35鋼材

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 39コンクリート製陶管類

76502-0 株式会社　森谷商会　福江支店 五島市吉久木町２０４番地１ 市内 40エラスタイト乳剤、加熱合材

76503-0 元村産業 五島市上大津町２０３３番地 市内 44廃品回収

76503-0 元村産業 五島市上大津町２０３３番地 市内 46業務委託

76504-0 森防災 五島市木場町376番地3 市内 02各種車両部品

76504-0 森防災 五島市木場町376番地3 市内 27消防・防災

77101-0 山口商会 五島市栄町２番地８ 市内 15教育教材・音楽・楽器

77101-0 山口商会 五島市栄町２番地８ 市内 17書籍

77103-0 山口木工所 五島市吉田町2879-10 市内 33畳、ガラス、建具

77106-0 有限会社　山口商店　ﾙｰﾄ384福江SS 五島市三尾野3丁目1番12号 市内 31燃料類

77107-0 合資会社　山本履物店 五島市中央町５番地１ 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

77108-0 有限会社　山田呉服店 五島市中央町８番地１０ 市内 18寝具・衣類・帽子

77108-0 有限会社　山田呉服店 五島市中央町８番地１０ 市内 23室内装飾

77108-0 有限会社　山田呉服店 五島市中央町８番地１０ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

77108-0 有限会社　山田呉服店 五島市中央町８番地１０ 市内 29旗・賞品・記念品

77108-0 有限会社　山田呉服店 五島市中央町８番地１０ 市内 30天幕・染物

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 05船舶付属品

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 06塗装材料

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 08厨房用品・ガス器具

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 10測定機器

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 11産業･建設機器類

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 12土木農林器具

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 13医療器具類

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 14薬品類

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 16体育用具、スポーツ器具

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 27消防・防災

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 30天幕・染物
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77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 31燃料類

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 32資材

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 35鋼材

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 39コンクリート製陶管類

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 40エラスタイト乳剤、加熱合材

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 42看板、掲示板、樹脂加工

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

77109-0 山一資材株式会社 五島市東浜町一丁目１５番１８号 市内 46業務委託

77110-0 山端看板店 五島市武家屋敷一丁目５番１３号 市内 30天幕・染物

77110-0 山端看板店 五島市武家屋敷一丁目５番１３号 市内 42看板、掲示板、樹脂加工

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 10測定機器

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 13医療器具類

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 14薬品類

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 18寝具・衣類・帽子

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 45物品の賃貸

77111-0 山下医科器械株式会社　五島営業所 五島市武家屋敷一丁目７番１０号 市内 46業務委託

77113-0 有限会社　ヤグチ 五島市末広町２番地８ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

77501-0 吉原器材 五島市木場町305-2 市内 08厨房用品・ガス器具

77502-0 ヨコオオート商会 五島市富江町松尾５４５番地１ 市内 01車両類

77502-0 ヨコオオート商会 五島市富江町松尾５４５番地１ 市内 02各種車両部品

77502-0 ヨコオオート商会 五島市富江町松尾５４５番地１ 市内 03各種車両整備

77504-0 吉原電器店 五島市富江町富江313-3 市内 07電化製品･音響機器

77504-0 吉原電器店 五島市富江町富江313-3 市内 08厨房用品・ガス器具

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 07電化製品･音響機器

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 08厨房用品・ガス器具

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 09写真器具、撮影機材

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 15教育教材・音楽・楽器

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 16体育用具、スポーツ器具

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 17書籍

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 27消防・防災

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 28遊具・玩具

77505-0 吉田電機商会 五島市福江町４番１３号 市内 46業務委託

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 07電化製品･音響機器

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 08厨房用品・ガス器具

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 09写真器具、撮影機材

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 13医療器具類

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 15教育教材・音楽・楽器
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78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 19事務用機器、ＯＡ機器

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 25時計、眼鏡、貴金属

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 33畳、ガラス、建具

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 45物品の賃貸

78201-0 リコージャパン株式会社　長崎支社　長崎営業部 五島市木場町２４４番地９ 市内 46業務委託

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 02各種車両部品

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 06塗装材料

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 07電化製品･音響機器

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 08厨房用品・ガス器具

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 10測定機器

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 11産業･建設機器類

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 27消防・防災

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 30天幕・染物

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 32資材

79101-0 若菜産業 五島市三尾野二丁目５番２１号 市内 43ゴム、皮、ビニール製品

80101-0 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80101-0 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 市外 27消防・防災

80101-0 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 市外 45物品の賃貸

80101-0 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 市外 46業務委託

80102-0 株式会社　あんしんサポート 福岡市城南区飯倉1-6-25 市外 27消防・防災

80102-0 株式会社　あんしんサポート 福岡市城南区飯倉1-6-25 市外 46業務委託

80102-0 株式会社　あんしんサポート 福岡市城南区飯倉1-6-25 市外 47その他

80103-0 アジア航測株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市万才町6-35 (大樹生命長崎ビル） 市外 22印刷

80103-0 アジア航測株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市万才町6-35 (大樹生命長崎ビル） 市外 45物品の賃貸

80103-0 アジア航測株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市万才町6-35 (大樹生命長崎ビル） 市外 46業務委託

80105-0 有限会社　アトム商事 福岡県福岡市東区和白４丁目23-23 市外 46業務委託

80107-0 浅野アタカ株式会社　九州支店 福岡市中央区白金二丁目１１番９号 市外 10測定機器

80107-0 浅野アタカ株式会社　九州支店 福岡市中央区白金二丁目１１番９号 市外 11産業･建設機器類

80107-0 浅野アタカ株式会社　九州支店 福岡市中央区白金二丁目１１番９号 市外 14薬品類

80107-0 浅野アタカ株式会社　九州支店 福岡市中央区白金二丁目１１番９号 市外 46業務委託

80108-0 ＩＣＴコンストラクション株式会社 福岡県福岡市博多区冷泉町５番３５号　 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80108-0 ＩＣＴコンストラクション株式会社 福岡県福岡市博多区冷泉町５番３５号　 市外 46業務委託

80111-0 株式会社　アイワ　長崎営業所 長崎県諫早市多良見町化屋1897-3 市外 14薬品類

80112-0 株式会社　安全総業 長崎県諫早市土師野尾町１２３４番地１ 市外 32資材

80112-0 株式会社　安全総業 長崎県諫早市土師野尾町１２３４番地１ 市外 35鋼材

80112-0 株式会社　安全総業 長崎県諫早市土師野尾町１２３４番地１ 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

80114-0 株式会社　朝日広告社　長崎営業部 長崎県長崎市万才町8-22 長崎朝日ビル6Ｆ 市外 46業務委託

80117-0 株式会社　アトレア・コンサルティング 福岡市博多区博多駅前1-15-20-2Ｆ 市外 46業務委託
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80118-0 アサヒプリンティング株式会社 大阪市生野区桃谷1丁目３番23号 市外 22印刷

80202-0 株式会社インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80202-0 株式会社インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 市外 46業務委託

80205-0 株式会社　イーエムトラスト 長崎県長崎市出島町4番4号4Ｆ 市外 07電化製品･音響機器

80205-0 株式会社　イーエムトラスト 長崎県長崎市出島町4番4号4Ｆ 市外 27消防・防災

80206-0 有限会社　池田商店 熊本市西区花園二丁目12-44 市外 46業務委託

80208-0 株式会社　インターグループ 大阪市北区豊崎三丁目20番1号インターグループビル 市外 46業務委託

80210-0 今別府産業株式会社　福岡支店 福岡市博多区井相田3-25-1 市外 32資材

80210-0 今別府産業株式会社　福岡支店 福岡市博多区井相田3-25-1 市外 35鋼材

80210-0 今別府産業株式会社　福岡支店 福岡市博多区井相田3-25-1 市外 36セメント、砂

80402-0 エコー電子工業株式会社 長崎県佐世保市万徳町４番１８号 市外 07電化製品･音響機器

80402-0 エコー電子工業株式会社 長崎県佐世保市万徳町４番１８号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80402-0 エコー電子工業株式会社 長崎県佐世保市万徳町４番１８号 市外 46業務委託

80405-0 株式会社　ＮＤＫＣＯＭ 長崎市栄町５番１１号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80405-0 株式会社　ＮＤＫＣＯＭ 長崎市栄町５番１１号 市外 45物品の賃貸

80405-0 株式会社　ＮＤＫＣＯＭ 長崎市栄町５番１１号 市外 46業務委託

80409-0 NECフィールディング（株）長崎支店 長崎市興善町6-5 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80409-0 NECフィールディング（株）長崎支店 長崎市興善町6-5 市外 20文房具・紙類

80410-0 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 市外 45物品の賃貸

80410-0 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 市外 46業務委託

80411-0 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　九州支店 福岡市博多区御供所町１番１号 市外 11産業･建設機器類

80411-0 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　九州支店 福岡市博多区御供所町１番１号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80411-0 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　九州支店 福岡市博多区御供所町１番１号 市外 32資材

80411-0 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　九州支店 福岡市博多区御供所町１番１号 市外 46業務委託

80416-0 株式会社エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町14番27号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80416-0 株式会社エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町14番27号 市外 46業務委託

80418-0 ＮTTビジネスソリューションズ株式会社　長崎ビジネス営業部 長崎市出島町14番7号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80504-0 オフィスメーション株式会社 長崎市金屋町２番６号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

80504-0 オフィスメーション株式会社 長崎市金屋町２番６号 市外 45物品の賃貸

80504-0 オフィスメーション株式会社 長崎市金屋町２番６号 市外 46業務委託

80505-0 株式会社　オリエントアイエヌジー 長崎市馬町55番地 市外 46業務委託

80508-0 ＯＫＩクロステック株式会社　九州支社別館 福岡市中央区長浜1-1-35 市外 11産業･建設機器類

80508-0 ＯＫＩクロステック株式会社　九州支社別館 福岡市中央区長浜1-1-35 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81101-0 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番地 市外 07電化製品･音響機器

81101-0 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番地 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81101-0 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番地 市外 22印刷

81101-0 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番地 市外 45物品の賃貸

81101-0 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番地 市外 46業務委託

81102-0 川重商事株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番７号 市外 10測定機器
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81102-0 川重商事株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番７号 市外 11産業･建設機器類

81102-0 川重商事株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番７号 市外 14薬品類

81104-0 株式会社　加速器分析研究所 川崎市多摩区登戸新町129番地１ 市外 46業務委託

81107-0 環境リサイクルエネルギー株式会社 長崎県佐世保市干尽町3番地47 市外 46業務委託

81109-0 川口印刷株式会社 長崎市田中町421番地1 市外 22印刷

81109-0 川口印刷株式会社 長崎市田中町421番地1 市外 30天幕・染物

81110-0 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81110-0 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 市外 45物品の賃貸

81110-0 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 市外 46業務委託

81201-0 株式会社ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 ＡＩビル２Ｆ 市外 17書籍

81201-0 株式会社ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 ＡＩビル２Ｆ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81201-0 株式会社ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 ＡＩビル２Ｆ 市外 22印刷

81201-0 株式会社ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 ＡＩビル２Ｆ 市外 45物品の賃貸

81201-0 株式会社ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 ＡＩビル２Ｆ 市外 46業務委託

81202-0 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 市外 07電化製品･音響機器

81202-0 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 市外 45物品の賃貸

81202-0 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 市外 46業務委託

81203-0 株式会社　九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍4丁目13番2号 市外 46業務委託

81204-0 株式会社　QTnet 福岡市中央区天神一丁目12番20号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81204-0 株式会社　QTnet 福岡市中央区天神一丁目12番20号 市外 45物品の賃貸

81204-0 株式会社　QTnet 福岡市中央区天神一丁目12番20号 市外 46業務委託

81205-0 技研開発株式会社 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3803 市外 46業務委託

81209-0 株式会社九州テン　長崎支店 長崎県長崎市西坂町2-7 チョーコー会館ビル３Ｆ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81209-0 株式会社九州テン　長崎支店 長崎県長崎市西坂町2-7 チョーコー会館ビル３Ｆ 市外 20文房具・紙類

81209-0 株式会社九州テン　長崎支店 長崎県長崎市西坂町2-7 チョーコー会館ビル３Ｆ 市外 45物品の賃貸

81209-0 株式会社九州テン　長崎支店 長崎県長崎市西坂町2-7 チョーコー会館ビル３Ｆ 市外 46業務委託

81210-0 行政システム九州株式会社　中九州支店 鳥栖市宿町1041番地3 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81210-0 行政システム九州株式会社　中九州支店 鳥栖市宿町1041番地3 市外 46業務委託

81212-0 株式会社九州体育施設 大分県日田市大字高瀬1005番地の1 市外 16体育用具、スポーツ器具

81212-0 株式会社九州体育施設 大分県日田市大字高瀬1005番地の1 市外 28遊具・玩具

81213-0 株式会社　キューコーリース 福岡県福岡市中央区高砂２丁目１０番1号 市外 45物品の賃貸

81214-0 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81214-0 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 市外 45物品の賃貸

81214-0 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 市外 46業務委託

81215-0 株式会社　協働管財　長崎営業所 長崎市界2-32-6-106 市外 46業務委託

81216-0 極東サービスエンジニアリング(株) 東京都品川区東品川3-15-10 市外 46業務委託

81216-0 極東サービスエンジニアリング(株) 東京都品川区東品川3-15-10 市外 47その他

81217-0 共和メンテナンス株式会社　九州支店 福岡県糸島市加布里四丁目２番１２号 市外 11産業･建設機器類

81217-0 共和メンテナンス株式会社　九州支店 福岡県糸島市加布里四丁目２番１２号 市外 14薬品類
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81219-0 協和機電工業株式会社　 長崎市川口町10番２号 市外 47その他

81221-0 株式会社九州広告 長崎市茂里町３番１号 市外 47その他

81222-0 株式会社キャンサースキャン 東京都品川区西五反田一丁目3番8号 市外 46業務委託

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 01車両類

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 02各種車両部品

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 11産業･建設機器類

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 32資材

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 35鋼材

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

81223-0 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 市外 47その他

81224-0 株式会社キューオキ長崎 長崎市扇町31番11号　谷ビル1F 市外 07電化製品･音響機器

81224-0 株式会社キューオキ長崎 長崎市扇町31番11号　谷ビル1F 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81224-0 株式会社キューオキ長崎 長崎市扇町31番11号　谷ビル1F 市外 32資材

81225-0 株式会社　九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田813番地 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81225-0 株式会社　九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田813番地 市外 20文房具・紙類

81225-0 株式会社　九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田813番地 市外 22印刷

81225-0 株式会社　九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田813番地 市外 46業務委託

81226-0 株式会社九州文化財研究所　長崎営業所 長崎市片淵二丁目8番8号 市外 46業務委託

81304-0 グローリー株式会社　長崎営業所 長崎市若草町15-7 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81304-0 グローリー株式会社　長崎営業所 長崎市若草町15-7 市外 46業務委託

81401-0 株式会社ＫＴＮソサエティ 長崎市金屋町1番7号 市外 46業務委託

81402-0 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81402-0 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 市外 46業務委託

81404-0 株式会社　元創　長崎営業所 長崎市大井手町43番地　クレーベル大井手401号 市外 07電化製品･音響機器

81404-0 株式会社　元創　長崎営業所 長崎市大井手町43番地　クレーベル大井手401号 市外 32資材

81404-0 株式会社　元創　長崎営業所 長崎市大井手町43番地　クレーベル大井手401号 市外 46業務委託

81502-0 出島メディアセンター 長崎市出島町１番１号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81502-0 出島メディアセンター 長崎市出島町１番１号 市外 46業務委託

81504-0 神戸綜合速記株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番８号 市外 07電化製品･音響機器

81504-0 神戸綜合速記株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番８号 市外 22印刷

81504-0 神戸綜合速記株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番８号 市外 46業務委託

81505-0 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７番３号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

81505-0 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７番３号 市外 20文房具・紙類

81505-0 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７番３号 市外 45物品の賃貸

81505-0 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７番３号 市外 46業務委託

81508-0 国際航業株式会社長崎支店 長崎県長崎市万才町６番３４号 市外 22印刷

81508-0 国際航業株式会社長崎支店 長崎県長崎市万才町６番３４号 市外 45物品の賃貸

81508-0 国際航業株式会社長崎支店 長崎県長崎市万才町６番３４号 市外 46業務委託

82101-0 西海水処理株式会社 長崎県佐世保市広田二丁目196番地12 市外 14薬品類
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82103-0 有限会社　サイシン広告 埼玉県秩父市下影森4057-11 市外 20文房具・紙類

82103-0 有限会社　サイシン広告 埼玉県秩父市下影森4057-11 市外 46業務委託

82104-0 三和化工薬品株式会社 長崎県長崎市栄町4-13 市外 14薬品類

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 01車両類

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 04船舶

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 05船舶付属品

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 10測定機器

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 18寝具・衣類・帽子

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 27消防・防災

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 29旗・賞品・記念品

82105-0 株式会社サン・クリエイト 長崎県長崎市西山台２丁目１２番７号 市外 30天幕・染物

82106-0 西戸崎興産　株式会社 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 市外 14薬品類

82106-0 西戸崎興産　株式会社 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 市外 37砂利、石材

82106-0 西戸崎興産　株式会社 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 市外 46業務委託

82108-0 株式会社サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２丁目１３番７号 市外 47その他

82109-0 桜木理化学機械株式会社 福岡県福岡市博多区千代４丁目４番２３号 市外 10測定機器

82109-0 桜木理化学機械株式会社 福岡県福岡市博多区千代４丁目４番２３号 市外 14薬品類

82109-0 桜木理化学機械株式会社 福岡県福岡市博多区千代４丁目４番２３号 市外 46業務委託

82110-0 株式会社サーベイリサーチセンター九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目６番２６号 市外 47その他

82113-0 株式会社　サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 市外 22印刷

82113-0 株式会社　サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 市外 46業務委託

82113-0 株式会社　サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 市外 47その他

82114-0 株式会社　三輝 大阪府大阪市北区同心一丁目10番12号 市外 46業務委託

82115-0 西海地研株式会社 長崎県佐世保市横尾町408番地 市外 46業務委託

82116-0 佐川急便株式会社　九州支店 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目12番5号 市外 46業務委託

82201-0 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５ 市外 22印刷

82201-0 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５ 市外 46業務委託

82202-0 ＪＦＥ条鋼株式会社　水島製造所 倉敷市水島川崎通1-5-2 市外 46業務委託

82204-0 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 市外 45物品の賃貸

82204-0 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 市外 47その他

82205-0 株式会社　システック井上 長崎市稲佐町３番３号 市外 10測定機器

82205-0 株式会社　システック井上 長崎市稲佐町３番３号 市外 32資材

82205-0 株式会社　システック井上 長崎市稲佐町３番３号 市外 45物品の賃貸

82205-0 株式会社　システック井上 長崎市稲佐町３番３号 市外 46業務委託

82207-0 株式会社　ジャストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１丁目１０番１６号 市外 13医療器具類

82207-0 株式会社　ジャストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１丁目１０番１６号 市外 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

82207-0 株式会社　ジャストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１丁目１０番１６号 市外 27消防・防災

82207-0 株式会社　ジャストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１丁目１０番１６号 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

82209-0 株式会社　シンク 福岡市博多区博多駅前二丁目19-24　大博センタービル 市外 19事務用機器、ＯＡ機器
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82209-0 株式会社　シンク 福岡市博多区博多駅前二丁目19-24　大博センタービル 市外 45物品の賃貸

82209-0 株式会社　シンク 福岡市博多区博多駅前二丁目19-24　大博センタービル 市外 46業務委託

82209-0 株式会社　シンク 福岡市博多区博多駅前二丁目19-24　大博センタービル 市外 47その他

82210-0 自然環境保全事業協同組合 長崎県佐世保市白岳町954番2 市外 46業務委託

82212-0 株式会社　昭和堂　五島営業所 五島市堤町１４３２ 市外 22印刷

82212-0 株式会社　昭和堂　五島営業所 五島市堤町１４３２ 市外 30天幕・染物

82212-0 株式会社　昭和堂　五島営業所 五島市堤町１４３２ 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

82212-0 株式会社　昭和堂　五島営業所 五島市堤町１４３２ 市外 46業務委託

82214-0 株式会社システムハウスアールアンドシー　九州支店 福岡市博多区下呉服町1-1-4F 市外 45物品の賃貸

82215-0 株式会社　島田組　長崎営業所 長崎市昭和町３丁目514番8-3 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

82215-0 株式会社　島田組　長崎営業所 長崎市昭和町３丁目514番8-3 市外 45物品の賃貸

82215-0 株式会社　島田組　長崎営業所 長崎市昭和町３丁目514番8-3 市外 46業務委託

82301-0 株式会社　スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 市外 15教育教材・音楽・楽器

82301-0 株式会社　スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 市外 46業務委託

82302-0 鈴木服装　株式会社 長崎県長崎市馬町45番地 市外 18寝具・衣類・帽子

82302-0 鈴木服装　株式会社 長崎県長崎市馬町45番地 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

82303-0 スター服装株式会社 長崎市宝栄町１番２０号 市外 18寝具・衣類・帽子

82303-0 スター服装株式会社 長崎市宝栄町１番２０号 市外 27消防・防災

82303-0 スター服装株式会社 長崎市宝栄町１番２０号 市外 29旗・賞品・記念品

82303-0 スター服装株式会社 長崎市宝栄町１番２０号 市外 30天幕・染物

82303-0 スター服装株式会社 長崎市宝栄町１番２０号 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

82306-0 巣守金属工業株式会社 広島県広島市南区出島一丁目34番7号 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

82307-0 水ingAM株式会社九州支店 福岡県福岡市中央区天神三丁目９番２５号 東晴天神ビルディング4F 市外 47その他

82308-0 水ingエンジニアリング(株)九州支店 福岡市中央区天神3丁目9番25号 市外 10測定機器

82308-0 水ingエンジニアリング(株)九州支店 福岡市中央区天神3丁目9番25号 市外 11産業･建設機器類

82308-0 水ingエンジニアリング(株)九州支店 福岡市中央区天神3丁目9番25号 市外 32資材

82308-0 水ingエンジニアリング(株)九州支店 福岡市中央区天神3丁目9番25号 市外 37砂利、石材

82308-0 水ingエンジニアリング(株)九州支店 福岡市中央区天神3丁目9番25号 市外 47その他

82402-0 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 市外 07電化製品･音響機器

82402-0 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 市外 13医療器具類

82402-0 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 市外 27消防・防災

82402-0 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 市外 45物品の賃貸

82403-0 有限会社正文社印刷所 長崎市魚の町６番６号 市外 22印刷

82404-0 株式会社　ゼンリン　長崎営業所 長崎市元船町１－９　マスダビル２Ｆ 市外 17書籍

82404-0 株式会社　ゼンリン　長崎営業所 長崎市元船町１－９　マスダビル２Ｆ 市外 22印刷

82404-0 株式会社　ゼンリン　長崎営業所 長崎市元船町１－９　マスダビル２Ｆ 市外 46業務委託

82404-0 株式会社　ゼンリン　長崎営業所 長崎市元船町１－９　マスダビル２Ｆ 市外 47その他

82405-0 西部電気工業株式会社　長崎支店 長崎県諫早市津久葉町5-130 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

82501-0 SBテクノロジー株式会社 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器
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82501-0 SBテクノロジー株式会社 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 市外 45物品の賃貸

82501-0 SBテクノロジー株式会社 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 市外 46業務委託

82502-0 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町1丁目4番地24 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

82502-0 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町1丁目4番地24 市外 46業務委託

82503-0 株式会社　創和　長崎営業所 長崎市大井出町31　ライオンズマンション諏訪神社前602 市外 46業務委託

82503-0 株式会社　創和　長崎営業所 長崎市大井出町31　ライオンズマンション諏訪神社前602 市外 47その他

82505-0 株式会社　創電 福岡市中央区那の川二丁目7番7号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

82505-0 株式会社　創電 福岡市中央区那の川二丁目7番7号 市外 32資材

82505-0 株式会社　創電 福岡市中央区那の川二丁目7番7号 市外 46業務委託

83102-0 株式会社　大信技術開発 長崎県松浦市志佐町庄野免940番地 市外 46業務委託

83103-0 大和リース株式会社　長崎支店 長崎市西坂町２番３号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

83103-0 大和リース株式会社　長崎支店 長崎市西坂町２番３号 市外 45物品の賃貸

83103-0 大和リース株式会社　長崎支店 長崎市西坂町２番３号 市外 46業務委託

83104-0 大和産業株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市八幡町３－２１ 七福ビル１Ｆ 市外 30天幕・染物

83104-0 大和産業株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市八幡町３－２１ 七福ビル１Ｆ 市外 45物品の賃貸

83104-0 大和産業株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市八幡町３－２１ 七福ビル１Ｆ 市外 46業務委託

83106-0 高砂炉材工業(株) 東京都中央区日本橋本町三丁目2-13 市外 46業務委託

83106-0 高砂炉材工業(株) 東京都中央区日本橋本町三丁目2-13 市外 47その他

83302-0 株式会社　ツクモ防災 長崎県長崎市花園町２４番５号 市外 01車両類

83302-0 株式会社　ツクモ防災 長崎県長崎市花園町２４番５号 市外 27消防・防災

83401-0 株式会社　ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

83401-0 株式会社　ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 市外 46業務委託

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 10測定機器

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 13医療器具類

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 14薬品類

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 15教育教材・音楽・楽器

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 18寝具・衣類・帽子

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

83404-0 株式会社テクノ・スズタ　 長崎県長崎市平和町２４番１４号 市外 45物品の賃貸

83405-0 株式会社ＴＳＳ 福岡市博多区東光寺町２丁目１番８号 市外 11産業･建設機器類

83405-0 株式会社ＴＳＳ 福岡市博多区東光寺町２丁目１番８号 市外 46業務委託

83406-0 株式会社　データホライゾン 広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号 市外 22印刷

83406-0 株式会社　データホライゾン 広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号 市外 46業務委託

83407-0 ティーズ・アート株式会社 長崎県佐世保市田原町1-1 市外 09写真器具、撮影機材

83407-0 ティーズ・アート株式会社 長崎県佐世保市田原町1-1 市外 22印刷

83407-0 ティーズ・アート株式会社 長崎県佐世保市田原町1-1 市外 30天幕・染物

83407-0 ティーズ・アート株式会社 長崎県佐世保市田原町1-1 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

83407-0 ティーズ・アート株式会社 長崎県佐世保市田原町1-1 市外 46業務委託

83502-0 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 市外 15教育教材・音楽・楽器
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83502-0 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 市外 33畳、ガラス、建具

83502-0 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 市外 46業務委託

83502-0 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 市外 47その他

83504-0 東亜建設技術株式会社　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番４号 市外 22印刷

83504-0 東亜建設技術株式会社　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番４号 市外 45物品の賃貸

83504-0 東亜建設技術株式会社　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番４号 市外 46業務委託

83506-0 東京法令出版（株） 長野市南千歳町１００５番地 市外 17書籍

83506-0 東京法令出版（株） 長野市南千歳町１００５番地 市外 22印刷

83506-0 東京法令出版（株） 長野市南千歳町１００５番地 市外 46業務委託

83508-0 東洋ホイスト株式会社 福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目１１番１号 市外 11産業･建設機器類

83508-0 東洋ホイスト株式会社 福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目１１番１号 市外 46業務委託

83510-0 株式会社　トーケミ　西部支店 福岡県福岡市博多区東光２丁目１７番１７号 市外 14薬品類

83510-0 株式会社　トーケミ　西部支店 福岡県福岡市博多区東光２丁目１７番１７号 市外 32資材

83511-0 東京センチュリー株式会社　福岡営業部 福岡市博多区博多駅東２丁目５番１号 市外 45物品の賃貸

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 13医療器具類

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 17書籍

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 20文房具・紙類

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 22印刷

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 24陶磁器、金物、荒物、雑貨

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 29旗・賞品・記念品

83513-0 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目29-22 市外 46業務委託

83515-0 株式会社　東京商工リサーチ　長崎支店 長崎市興善町２－２４　長崎第一生命ビル 市外 47その他

83516-0 有限会社トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町488番地17 市外 04船舶

83516-0 有限会社トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町488番地17 市外 16体育用具、スポーツ器具

83516-0 有限会社トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町488番地17 市外 45物品の賃貸

83516-0 有限会社トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町488番地17 市外 46業務委託

83517-0 株式会社とっぺん 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190番地3 市外 46業務委託

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 01車両類

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 18寝具・衣類・帽子

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 27消防・防災

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 30天幕・染物

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 36セメント、砂

84101-0 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

84102-0 長崎綜合警備株式会社 長崎市旭町3番6号 市外 09写真器具、撮影機材

84102-0 長崎綜合警備株式会社 長崎市旭町3番6号 市外 13医療器具類

84102-0 長崎綜合警備株式会社 長崎市旭町3番6号 市外 27消防・防災

84102-0 長崎綜合警備株式会社 長崎市旭町3番6号 市外 45物品の賃貸

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 23室内装飾

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 27消防・防災
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84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 29旗・賞品・記念品

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 30天幕・染物

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 32資材

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

84103-0 長崎ビニール工業㈱ 長崎市稲佐町４－２６ 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

84106-0 株式会社　中西製作所　長崎営業所 長崎市中里町1687番地4 市外 08厨房用品・ガス器具

84107-0 株式会社　長崎日調 長崎県諫早市栄田町２２番５０号 市外 08厨房用品・ガス器具

84109-0 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合 長崎県佐世保市宮津町６４６番地２ 市外 46業務委託

84115-0 協業組合　長崎市古紙リサイクル回収機構 長崎市小江町1番地10 市外 46業務委託

84116-0 長崎メンタル株式会社 長崎市万才町6番11号三井ビル102号 市外 46業務委託

84203-0 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

84203-0 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 市外 20文房具・紙類

84203-0 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 市外 45物品の賃貸

84203-0 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 市外 46業務委託

84204-0 日本無線株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市旭町１番２０号 市外 07電化製品･音響機器

84204-0 日本無線株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市旭町１番２０号 市外 27消防・防災

84204-0 日本無線株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市旭町１番２０号 市外 32資材

84204-0 日本無線株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市旭町１番２０号 市外 46業務委託

84205-0 重環オペレーション株式会社 長崎県長崎市興善町２番２１号 市外 47その他

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 10測定機器

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 11産業･建設機器類

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 45物品の賃貸

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 46業務委託

84207-0 ニシム電子工業株式会社　長崎支店 長崎市松山町3番65号 市外 47その他

84208-0 株式会社　西日本新聞社 福岡市中央区天神1-4-1 市外 46業務委託

84209-0 日本事務器株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市中町１番２６号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

84209-0 日本事務器株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市中町１番２６号 市外 20文房具・紙類

84209-0 日本事務器株式会社　長崎営業所 長崎県長崎市中町１番２６号 市外 46業務委託

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 10測定機器

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 18寝具・衣類・帽子

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 27消防・防災

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 32資材

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 35鋼材

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 40エラスタイト乳剤、加熱合材

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

84210-0 日本乾溜工業　株式会社　長崎支店 長崎県長崎市田中町594番地1 市外 43ゴム、皮、ビニール製品

84211-0 日本電気株式会社　長崎支店 長崎市万才町７－１ 市外 13医療器具類

84211-0 日本電気株式会社　長崎支店 長崎市万才町７－１ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器
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84211-0 日本電気株式会社　長崎支店 長崎市万才町７－１ 市外 27消防・防災

84211-0 日本電気株式会社　長崎支店 長崎市万才町７－１ 市外 46業務委託

84212-0 株式会社　日本電子 福岡市南区折立町5-59 市外 07電化製品･音響機器

84212-0 株式会社　日本電子 福岡市南区折立町5-59 市外 10測定機器

84212-0 株式会社　日本電子 福岡市南区折立町5-59 市外 11産業･建設機器類

84212-0 株式会社　日本電子 福岡市南区折立町5-59 市外 46業務委託

84213-0 日本調理機株式会社　九州支店 福岡県大野城市瓦田4-15-30 市外 08厨房用品・ガス器具

84214-0 日東工営株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 市外 32資材

84214-0 日東工営株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 市外 45物品の賃貸

84215-0 株式会社　にしけい 福岡市博多区店屋町５番１０号 市外 13医療器具類

84217-0 日本通運株式会社　長崎支店 長崎市岩川町6番5号 市外 01車両類

84217-0 日本通運株式会社　長崎支店 長崎市岩川町6番5号 市外 46業務委託

84218-0 西日本電信電話(株)長崎支店 長崎市出島町11-3 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

84218-0 西日本電信電話(株)長崎支店 長崎市出島町11-3 市外 45物品の賃貸

84222-0 西日本新聞メディアラボ 福岡市中央区天神1-4-1　西日本新聞会館 市外 46業務委託

84401-0 Next-i株式会社九州支店 福岡市博多区博多駅東１丁目１２番５号 市外 46業務委託

84501-0 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３－４ 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

84501-0 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３－４ 市外 46業務委託

84501-0 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３－４ 市外 47その他

85103-0 株式会社パスコ　長崎支店 長崎県長崎市興善町2番24号 市外 10測定機器

85103-0 株式会社パスコ　長崎支店 長崎県長崎市興善町2番24号 市外 46業務委託

85105-0 株式会社　阪神マテリアル　長崎営業所 長崎県長崎市大手２丁目8-15 市外 46業務委託

85106-0 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　九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 市外 07電化製品･音響機器

85106-0 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　九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85106-0 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　九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 市外 27消防・防災

85106-0 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　九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 市外 46業務委託

85109-0 株式会社ばば商会 長崎県西彼杵郡長与町高田郷小字柳田1918番地 市外 46業務委託

85204-0 株式会社　ビーイング 三重県津市桜橋一丁目312番地 市外 46業務委託

85301-0 株式会社　プロレリック 長崎県佐世保市広田四丁目5-14　2階 市外 46業務委託

85302-0 株式会社　プロテック 兵庫県西宮市室川町１２番３号 市外 47その他

85303-0 株式会社　富士歯科産業 長崎県長崎市滑石２丁目６番２５号 市外 13医療器具類

85306-0 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　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85306-0 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　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 20文房具・紙類

85306-0 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　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 45物品の賃貸

85306-0 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　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 46業務委託

85306-0 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　長崎支社 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 47その他

85307-0 株式会社フリーザーシステム 福岡県飯塚市有安字鳥羽958番地5 市外 08厨房用品・ガス器具

85308-0 (株)プレック研究所　九州事務所 福岡市中央区大名2-4-19 市外 46業務委託

85309-0 株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部 福岡県福岡市南区横手１丁目１２－４５ 市外 27消防・防災
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85310-0 フジテック株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町４番１号 市外 47その他

85311-0 フコク電興株式会社 福岡市博多区山王一丁目１５番８号 市外 07電化製品･音響機器

85311-0 フコク電興株式会社 福岡市博多区山王一丁目１５番８号 市外 11産業･建設機器類

85311-0 フコク電興株式会社 福岡市博多区山王一丁目１５番８号 市外 45物品の賃貸

85314-0 フジ地中情報株式会社　九州支店 福岡県福岡市南区横手１丁目１２－４８ 市外 46業務委託

85315-0 扶桑電通株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目18-7 市外 11産業･建設機器類

85315-0 扶桑電通株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目18-7 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85315-0 扶桑電通株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目18-7 市外 45物品の賃貸

85315-0 扶桑電通株式会社　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目18-7 市外 46業務委託

85316-0 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　西日本支店 福岡市博多区博多駅東二丁目１４－１ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85316-0 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　西日本支店 福岡市博多区博多駅東二丁目１４－１ 市外 46業務委託

85317-0 フクシマガリレイ株式会社長崎営業所 長崎県西彼杵郡時津町左底郷79-1 市外 08厨房用品・ガス器具

85318-0 富士通Japan(株)長崎支店 長崎市西坂町２－３ 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85318-0 富士通Japan(株)長崎支店 長崎市西坂町２－３ 市外 46業務委託

85319-0 フジテコム(株)九州支店 福岡市博多区東比恵3-4-2 市外 10測定機器

85319-0 フジテコム(株)九州支店 福岡市博多区東比恵3-4-2 市外 46業務委託

85321-0 株式会社ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４丁目3番18号　東京建物室町ビル８階 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

85321-0 株式会社ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４丁目3番18号　東京建物室町ビル８階 市外 44廃品回収

85321-0 株式会社ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４丁目3番18号　東京建物室町ビル８階 市外 45物品の賃貸

85321-0 株式会社ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４丁目3番18号　東京建物室町ビル８階 市外 46業務委託

85322-0 株式会社フジマック　長崎営業所 長崎市昭和３－３２４－８ 市外 08厨房用品・ガス器具

85323-0 フクダ電子西部北販売株式会社　長崎営業所 長崎市昭和3-256-20 市外 13医療器具類

85323-0 フクダ電子西部北販売株式会社　長崎営業所 長崎市昭和3-256-20 市外 45物品の賃貸

85323-0 フクダ電子西部北販売株式会社　長崎営業所 長崎市昭和3-256-20 市外 46業務委託

85401-0 株式会社ベネッセコーポレーション　小中学校事業務 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号　新宿三井ビルディング 市外 46業務委託

85501-0 株式会社ホープ 福岡市中央区薬院1-14-5 ＭＧ薬院ビル７Ｆ 市外 46業務委託

86101-0 株式会社　マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1 市外 30天幕・染物

86101-0 株式会社　マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1 市外 42看板、掲示板、樹脂加工

86103-0 マックスコーポレーション株式会社 長崎県長崎市城山町９番１３号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

86103-0 マックスコーポレーション株式会社 長崎県長崎市城山町９番１３号 市外 46業務委託

86108-0 丸菱航業株式会社 福岡県北九州市小倉北区昭和町13-7 市外 46業務委託

86109-0 有限会社　マミア 霧島市溝辺町崎森字藤ヶ尾１９０６番地１４ 市外 46業務委託

86111-1 丸茂電機株式会社　福岡営業所 福岡市中央区大名1-14-45 市外 47その他

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 10測定機器

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 13医療器具類

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 18寝具・衣類・帽子

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 27消防・防災

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 30天幕・染物

86201-0 ミドリ安全長崎株式会社 長崎県長崎市平和町４番１号 市外 43ゴム、皮、ビニール製品
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86202-0 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　長崎支店 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 07電化製品･音響機器

86202-0 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　長崎支店 長崎県長崎市万才町３番５号 市外 46業務委託

86204-0 水三島紙工株式会社九州支店 福岡市博多区千代２丁目１番１５号 富士物流博多ビル 市外 22印刷

86206-0 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－２７ 市外 47その他

87303-0 株式会社　ユタカ防災サービス 長崎県諫早市貝津小船越名１番地２４ 市外 01車両類

87303-0 株式会社　ユタカ防災サービス 長崎県諫早市貝津小船越名１番地２４ 市外 27消防・防災

88103-0 弁護士法人　ライズ綜合法律事務所 さいたま市大宮区大門町1-1ミナトビル5F 市外 46業務委託

88201-0 株式会社リサーチアンドソリューション　佐世保営業所 長崎県佐世保市松浦町5-13　グリーンビル４階 市外 46業務委託

88203-0 株式会社　両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号 市外 19事務用機器、ＯＡ機器

88203-0 株式会社　両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号 市外 22印刷

88203-0 株式会社　両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号 市外 45物品の賃貸

88203-0 株式会社　両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号 市外 46業務委託

88204-0 株式会社　菱熱　長崎支店 長崎県長崎市梁川町５番９号 市外 07電化製品･音響機器

88501-0 ロジスネクスト九州株式会社　諫早支店 諫早市久山台１ 市外 11産業･建設機器類

88503-0 株式会社　炉研 秋田市茨島二丁目１番７号 市外 47その他


