令和３年度入札参加資格者名簿（物品・役務の提供）
商号または名称

所在地

1 滋賀カーバイド㈱

愛知郡愛荘町愛知川1485

2 ㈱ニシザキ

犬上郡多賀町土田480番地

3 (株)信和美

守山市古高町250番地10

4 ㈱ヤマモト

富士宮市山宮2344番地

5 (株)日本インシーク

大阪市中央区南本町三丁目6番14号

6 太陽技建(株)

長浜市山階町455-32

7 ㈲帯武商店

愛知郡愛荘町愛知川1584番地

8 (株)伊吹正

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1577番地2

9 大五産業㈱

草津市若竹町9番24号

10 中日本産業㈱

岐阜市薮田南五丁目13番4号

11 三重中央開発㈱

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

12 大栄環境株式会社

大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

13 ㈱日立システムズ

東京都品川区大崎一丁目2番1号

14 （株）日本漏防コンサルタント

徳島県徳島市南田宮二丁目7番4号

15 ㈱メンテナンスセンター

栗東市川辺513番地1

16 トラヤ商事㈱

彦根市銀座町5番4号

17 ㈱高岡屋

草津市草津三丁目9番14号

18 日本ドライケミカル㈱

東京都北区田端六丁目1番1号

19 ㈱奥山ポンプ商会

彦根市平田町坪井185番地

20 奥山防災㈱

彦根市平田町185番地

21 ㈲総合防災ニシザワ

東近江市小田苅町1767番地8

22 ㈱ナカテック

大津市におの浜3丁目4-40

23 島津システムソリュージョンズ(株)

京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地

24 西菱電機株式会社

兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目５番33号

25 ㈱斉藤ポンプ工業

東近江市沖野1丁目1番37号

26 ㈱ダイモン

山口県防府市佐波一丁目6番10号

27 ㈱ヒコハン

彦根市城町一丁目4番12号

28 ㈱ウチダビジネスソリューションズ

大津市におの浜三丁目4番34号

29 オリジナル設計㈱

東京都渋谷区元代々木町30番13号

30 大和リース㈱

大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

31 ㈱かんこう

大阪市城東区野江1丁目12番8号

32 ㈱ヒロセ

蒲生郡日野町大字松尾960番地の1

33 ㈱スマイ印刷工業

滋賀県栗東市川辺568番地2

34 (株)日水コン

新宿区西新宿6丁目22番1号（新宿スクエアタワー）
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35 ノダック㈱

埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目28番6号

36 ㈱水研
パナソニックシステムソリューションズ
37 ジャパン㈱

蒲生郡日野町大字北脇206番地の7

38 ㈱ウォーターテック

東京都港区芝浦3丁目16番1号

39 川瀬産商㈱

滋賀県長浜市勝町113-1

40 地中エンジニアリング㈱

さいたま市桜区田島5-19-8

41 環境創研（株）

栗東市小柿九丁目３番２６号

42 ㈱アクアリサーチ

東近江市東今崎町6-11

43 コマツ滋賀㈱

東近江市札の辻二丁目12番14号

44 （株）日本レップス

神奈川県横浜市中区元浜町三丁目15番地

45 ㈱山中

湖南市吉永44

46 ㈱ショーエツ

愛知郡愛荘町石橋326

47 ㈲サンテック

静岡県富士宮市大中里1274-6

48 一般社団法人 京都微生物研究所

京都市山科区川田御出町3番地の4

49 ㈱フューチャーイン

愛知県名古屋市千種区内山二丁目6番22号

50 ㈱トーケミ

大阪市淀川区田川北一丁目12番11号

51 北栄建設㈱

新潟市中央区美咲町1丁目23番51号

52 京都植野商会

京都市山科区四ノ宮泓15-4

53 ㈱ライフ

米原市高溝236番地の8

54 メタウォーター㈱

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

55 ㈱ヤマゼン

三重県伊賀市治田字しでノ木2441-1

56 テックス・カンポ(株)

京都市伏見区羽束師古川町２４３番地

57 マルギ繊維㈱

岐阜市茜部中島3-33-1

58 平和機械㈱

名古屋市中区金山二丁目1番5号

59 ㈱ハヤシ

彦根市高宮町1608－1

60 ㈱近畿分析センター

滋賀県大津市晴嵐二丁目9番1号

61 東郷化成㈱

守山市播磨田町96番地の1

62 （株）ダスキン湖南

大津市一里山６丁目３－６

63 ㈱日吉

近江八幡市北之庄町908番地

64 ㈱増田医科器械

京都市伏見区竹田藁屋町50番地

65 日通商事株式会社

東京都港区海岸一丁目14番22号

66 (株)地域環境システム研究所

大阪市北区豊崎三丁目10番2号

67 近江ユニキャリア販売株式会社

近江八幡市上田町84番地の7

68 ナゴヤプラント㈱

名古屋市東区葵三丁目25番1号

69 ㈱G-Place

京都府長岡京市城の里10－9

東京都中央区銀座8丁目21番1号
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70 アマナエレン(株)

大津市皇子が丘二丁目６番１３号

71 松山産業(株)

甲賀市土山町北土山1700番地

72 エヌエス環境㈱

東京都港区芝公園1-2-9

73 (株)明電エンジニアリング

東京都品川区大崎三丁目7番9号

74 富士ゼロックス京都㈱

京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1

75 日本水道管路 株式会社

東京都中央区晴海3丁目13番1-4923号

76 ワールドウォーターバッグ株式会社

大阪府大阪市東住吉区今川1丁目6-23

77 ミナミ防災（株）

大津市平津1丁目19-16

78 ケイエンジニアリング(株)

大津市大萱6-5-12

79 ㈱滋賀ポンプ

滋賀県長浜市下之郷町709番地

80 アークス株式会社

滋賀県米原市堂谷1257番地

81 ㈱ラブリーシステムイン

東近江市八日市上之町7番5号

82 近江印刷㈱

彦根市稲部町100-4

83 ㈱近江理工

米原市箕浦51番地

84 光舗道建設㈱

滋賀県草津市南草津三丁目1－1

85 ㈱成功産業

彦根市野田山町833番地2

86 ㈱ナショナルメンテナンス

彦根市犬方町790番地

87 日本ソフト開発㈱

米原市米原西23番地

88 ㈱清友商会

彦根市安清町3番27号

89 村防工業㈱

東近江市上平木町1850番地1

90 滋賀日野自動車株式会社

栗東市小柿三丁目2番30号

91 近江トラベル(株)

滋賀県彦根市駅東町15番1

92 ㈱コスモリサーチ

福岡市博多区春町2丁目8番9号

93 ジーエムいちはら工業㈱

栃木県鹿沼市樅山町上原267番地

94 ㈱カンエイメンテナンス

埼玉県行田市桜町一丁目6番10号

95 (株)西日本水道センター

大阪市淀川区宮原2丁目10番9号

96 鎌長製衡㈱

香川県高松市牟礼町牟礼2246番地

97 ㈱ニッコク

東京都港区六本木六丁目17番1号

98 東和コンサルタント㈱

岐阜県瑞穂市別府1397番地1

99 ㈱総合保健センター

岐阜県可児市川合136番地8

100 前田バルブ工業㈱

名古屋市港区船見町29番1

101 ㈱東海チャートプロダクツ

名古屋市千種区今池一丁目6番3号

102 ㈱グリーンかんきょうネット

名古屋市千種区今池一丁目6番3号

103 丸硝㈱

岐阜県大垣市荒尾町674番地
東京都港区海岸三丁目20番20号ヨコソーレインボー
タワー

104 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
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105 クボタ環境サービス(株)

東京都中央区京橋二丁目１番3号

106 富士通Ｊａｐａｎ(株)

東京都港区港南二丁目１５番３号

107 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

東京都文京区後楽二丁目6番1号

108 (株)テスコム

長崎県長崎市三原2-24-8

109 名三工業(株)

愛知県名古屋市千種区内山一丁目23番7号

110 ㈱アクアテック

岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2

111 (株)テクノスジャパン

福岡市博多区光丘町3-1-5

112 ㈱キクチコンサルタント

京都市北区平野八丁柳町66番地の8

113 柏原計器工業㈱

大阪府柏原市本郷5丁目3番28号

114 ㈱中部設計

富山県富山市本町10番2号

115 ㈱内田洋行

東京都中央区新川二丁目4番7号

116 ㈱島津製作所

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

117 横河ソリューションサービス㈱

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

118 前澤給装工業㈱

東京都目黒区鷹番2丁目14番4号

119 市川甚商事(株)

京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287番地

120 ㈱建設技術研究所

東京都中央区日本橋浜町3-21-1

121 植平コンクリート工業㈱

奈良県宇陀市榛原比布1312番地の1

122 フジ地中情報㈱

東京都港区海岸三丁目20番20号

123 イージス・グループ有限責任事業組合

四日市市朝日町１番４号

124 ㈲植田設備

東近江市愛東外町581-2

125 ㈱西日本技術コンサルタント

草津市矢橋町字御種子池649番地

126 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪市北区鶴野町１番9号
香川県高松市郷東町792番地8
127 (株)フソウ
（登記上：東京都中央区日本橋室町2-3-1）
128 ㈱三笑堂

京都市南区上鳥羽大物町68番地

129 (株)エイト日本技術開発

岡山市北区津島京町三丁目1番21号

130 桐田機工㈱
131 ㈱ケーケーシー情報システム

京都市山科区大宅御供田町193-4
京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地
の3

132 日本メンテナスエンジニヤリング㈱

大阪市北区同心一丁目7番14号

133 愛知時計電機㈱

名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

134 (株)環境技術センター

長野県松本市大字笹賀5652番地166

135 東日本漏水調査株式会社

米沢市窪田町藤泉1446-1

136 シンレキ工業㈱

東京都大田区蒲田5丁目38番1号

137 ㈱阪神計器製作所

兵庫県尼崎市神田中通四丁目163番地

138 ㈱カンポ

京都市伏見区羽束師古川町233番地

139 国際航業㈱

東京都千代田区六番町2番地
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140 西日本電信電話㈱

大阪市中央区馬場町3番15号

141 東洋資材㈱

彦根市高宮町1705

142 前田商店

滋賀県愛知郡愛荘町香之庄

143 アインズ㈱

蒲生郡竜王町鏡2291番地3

144 ㈱ナエムラ自工

愛知郡愛荘町島川1277

145 （株）ディエスジャパン

大阪府東大阪市吉田本町３丁目３－４５

146 ㈱テクノサイエンス

守山市水保町2477番地

147 ㈱デジ・プリント滋賀

滋賀県東近江市小池町101

148 ㈱テクノス総合メンテナンスサービス

草津市若竹町8番38号

149 (株)尾賀亀
150 滋賀建機㈱

近江八幡市出町293
愛知郡愛荘町中宿160番地１
（登記上：愛知郡愛荘町北八木92番地）

151 アケボノ特機㈱

彦根市芹川町593番地の1

152 アクアトータルサービス㈱

東近江市蒲生堂町338番270

153 (株)エフウォーターマネジメント

大津市中央1丁目6番11号

154 (株)光ビルサービス

草津市矢橋町593番地の1

155 夏原工業㈱

犬上郡多賀町敏満寺５７９

156 大晶電気(株)

滋賀県甲賀市水口町杣中117番地

157 小林事務機㈱

東近江市幸町2番28号

158 ㈱ライフテックミツダ

東近江市今堀町621番地の1

159 喜多嘉和㈱

彦根市古沢町685番地

160 (株)湖光

草津市南笠東三丁目16番5号

161 サインリンク(株)

蒲生郡竜王町大字山之上2698番地

162 （株）倉本産業
163 ㈱ぎょうせい

東京都豊島区東池袋３丁目７番４号
東京都江東区新木場一丁目18番11号
（本社：東京都中央区銀座7丁目4-12）

164 近畿電気消防保安(株)

大阪市北区梅田3-3-10

165 綜合警備保障㈱

東京都港区元赤坂一丁目6番6号

166 ㈱エヌ・イーサポート

広島市西区己斐本町3丁目13番16号

167 日本電気㈱

東京都港区芝五丁目7番1号

168 日本エンヂニヤ㈱

愛知県長久手市下川原15番地1

169 協和テクノロジィズ(株)

大阪市北区中﨑1丁目2番23号

170 中外テクノス㈱

広島市西区横川新町9番12号

171 沖電気工業㈱

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

172 株式会社スローフォワード

東大阪市若江東町2-7-3-901

173 アサミ情報システム(株)

大阪市中央区谷町7丁目5番1号

174 株式会社ほくつう

石川県金沢市問屋町1丁目65番地
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175 ㈱パスコ
176 アジア航測㈱

東京都目黒区東山1丁目1番2号
東京都新宿区西新宿六丁目14番1号（新宿グリーン
タワービル）

177 (株)Ｍ’ｓジャパン

埼玉県所沢市大字山口373番地の9

178 新興弇栓（株）

大阪市西区新町3-13-4

179 (株)トクスイ

徳島市川内町沖島84番地

180 ㈱オプテージ

大阪市中央区城見2丁目1番5号

181 フジテコム㈱

東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地

182 第一法規㈱

東京都港区南青山二丁目11番17号

183 ＮＤネットサービス(有)

大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5

184 浅野金属工業㈱

新潟県三条市月岡2866番地

185 小川ポンプ工業（株）

大阪市住吉区万代東１丁目５番２２号

186 （一財 ）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町4丁目6番地
187 (株)水機テクノス

東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

188 リコージャパン㈱

東京都大田区中馬込一丁目３番６号

189 (株)ビーイング

三重県津市桜橋一丁目312番地

190 喜楽鉱業(株)

湖南市石部口2丁目7番33号

191 ㈲近江電機自動車整備工場

愛知郡愛荘町沓掛313-1

192 アイテック㈱
193 関西日立(株)

大阪市北区梅田三丁目3番10号
大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 肥後橋シミズビル4
階

194 コスモ工機㈱

東京都港区西新橋３－９－５

195 クリモトパイプエンジニアリング(株)

大阪市住之江区泉二丁目１番６４号

196 (株)栗本鐵工所

大阪市西区北堀江1丁目12番19号

197 滝田石油店

滋賀県東近江市上岸本町2063

