平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等1／25

住

所

電話番号

1
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

981 ㈱アースワーク

長野県長野市大字柳原2361-12

026(295)0919

679 愛知時計電機㈱ 東京支店

東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル3F

03(3209)3700

643 アイテック㈱ 茨城支店

つくば市東2-22-23 グランドパレスNS-6 403号 029(860)8177

90,000 ◆建物管理等各種保守管理・設備修繕

取手市白山6-12-14

0297(74)0035

35,000 ◆受水槽・高架水槽清掃点検,産業廃棄物収集・運搬

547 暁飯島工業㈱ つくば支店

つくば市高野台2-10-1

029(836)2111

667 昱㈱ 茨城支店

土浦市千束町3-11

029(822)2410

229 アクアテック㈱

千葉県松戸市六高台2-79-4-405

047(394)4769

432 ㈱アサヒ

取手市寺田5001-26

0297(72)3666

23 赤塚工業㈱

30,000 ◆配水池内不断水潜水士清掃・点検業務

3,218,158 ▲量水器,水道関連機器,計測器

1,408,600 ◆建物管理等各種保守管理

▲情報処理用機器,(家庭用電気・(理化学・産業用電

100,000 気・通信用)機械)器具◆建物管理･情報処理

5,000 ◆漏水調査

10,000 ▲消防防災用品,化学工業薬品◆消防設備保守業務

180 朝日航洋㈱ 水戸支店

水戸市城南2-11-18

029(224)4712

▲印刷類,電気・通信用機器類，撮影，公図・地図作
成◆情報処理,建物管理各種保守管理,車両整備,電
子出版,OA機器賃貸借，調査コンサルタント，システ
3,192,500 ム開発設計

729 アジア航測㈱ 水戸営業所

水戸市中央2-8-8 アシスト第2ビル

029(224)0128

1,673,778 処理,翻訳・通訳・速記,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,賃貸借

101 アズビル金門㈱ 東京支社

東京都豊島区北大塚1-14-3

03(5980)5035

3,157,500 計,ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

▲(印刷,(電気通信用・事務用)機器◆調査・研究,情報

▲水道ﾒｰﾀｰ,電磁流量計,温水ﾒｰﾀｰ,油量計,積算熱量

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

977 ㈱足立電機

物品製造等2／25

住

所

龍ケ崎市城ノ内5-1-12

電話番号

0297(63)0600

2
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

3,000 ▲家電製品,情報処理機器全般,電気資材

770 ㈱アビック

水戸市袴塚2-4-46

029(228)2331

◆水道検針・料金徴収,建物清掃管理,設備・屋外保守
点検,施設運転管理,消防・空調点検,警備,人材派遣▲
10,000 消防防災・消防用品・器具等

182 ㈱アメニティ・ジャパン

水戸市元台町1527

029(240)1511

15,000 掃管理,施設運転管理業務,消防用設備点検保守業務

118 ㈱アレスコ

石岡市鹿の子1-18-12

0299(24)1026

40,000 品

553 ㈱イセブ

つくば市天久保2-11-20

029(851)2515

12,000 ▲印刷･製本◆情報処理

牛久市中央2-23-3

029(872)6806

36,850 ◆消防設備,給排水衛生,空調設備,受水槽

196 茨城いすゞ自動車㈱ 牛久営業所

龍ケ崎市庄兵衛新田町282

0297(66)2121

437 ㈱茨城計算センター

日立市森山町4-8-2

0294(52)2261

187 (一社)茨城県環境管理協会

水戸市元吉田町1736-20

029(248)7431

51 伊奈工業㈱ 牛久営業所

◆建物清掃管理業務,設備保守点検業務,屋外施設清

▲印刷製本、看板・案内板・標識、消防用品・選挙用

100,000 ▲ﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ･特殊車両の販売，部品◆整備修理

▲OA機器,消耗品及び事務機器等◆事務委託(電算

20,000 処理),OA機器賃貸及び保守

◆環境調査,水質測定分析,環境関係の計画書策定業

916 茨城県県南造園土木協業組合

土浦市田中3-2-1

029(822)3771

246 (一財)茨城県薬剤師会検査センター

水戸市笠原町978-47

029(306)9086

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

100,000 務
▲樹木他造園用資材◆屋外施設清掃管理,公園施設
運転管理,樹木・花鉢等ﾘｰｽ,一般廃棄物処理,産廃収
30,200 集・運搬,一般貨物自動車運送

2,453,778 ◆水質検査、食品・医薬品検査、計量証明事業

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等3／25

住

所

電話番号

3
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆産廃収集運搬,上下水道管渠清掃・調査,浄化槽・汚

283 茨城公営企業㈱

水戸市河和田町4377-95

029(252)2226

10,000 水処理施設維持管理

938 ㈱茨城光松園

取手市桑原597

0297(73)2231

20,000 木等害虫駆除・防除,下水管渠清掃

◆道路・側溝清掃,公園清掃管理,植栽・剪定,除草,樹

130 茨城電話工業㈱

水戸市水府町1554-3

029(224)2000

▲事務用家具・機器,電算用品,家電製品,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ,
事務・OA機器ﾘｰｽ◆通信設備保守点検,情報機器保
20,000 守

928 茨城トヨタ自動車㈱ 竜ヶ崎店

龍ケ崎市中根台3-10-3

0297(60)2828

50,000 ▲自動車販売◆自動車整備,ﾘｰｽ

976 茨城日産自動車㈱ 竜ヶ崎店

龍ケ崎市中根台2-1-10

0297(85)2300

50,000 ▲自動車販売◆自動車整備

507 ㈱入江電機工業所

水戸市大工町2-3-23

029(224)4614

20,000 守点検,消防設備保守点検

564 ヴェオリア・ジェネッツ㈱

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータ
ワー
03(6858)3300

276 ㈲植茂造園

龍ケ崎市長沖町1667-2

0297(62)4886

5,000 植栽剪定・害虫防除

205 ㈱ウォーターテック 水処理営業部

東京都港区芝浦3-16-1

03(3456)0785

85,000 亜・PAC・苛性ｿｰﾀﾞ))

588 ㈱内田洋行 営業本部

東京都江東区東陽2-3-25

03(5634)6634

486 エアーシフトサービス㈱

東京都足立区千住2-5

03(3882)5107

▲家電製品全般,ﾊﾞｯﾃﾘｰ,消火器等◆電気工作物保

◆水道メータ検針・上下水道料金徴収,上下水道施設

100,000 の運転維持管理

◆屋外施設清掃管理業務,道路側溝清掃・公園清掃・

▲水処理機器(薬品・次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ,水処理薬品(次

▲家具什器類,電子計算機類関連,事務用機器類◆ｿ

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

5,000,000 ﾌﾄｳｪｱ開発,各種保守管理,賃貸借(電子計算機類)

20,000 ▲空調機販売

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

684 ㈱エイ・ビー・エス

物品製造等4／25

住

所

牛久市上柏田4-4-11

電話番号

4
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

029(873)3056

10,000 ▲事務用品,事務機械,印刷,青写真・ﾏｲｸﾛ

339 ㈱栄林

龍ケ崎市佐貫3-11-14

0297(66)9849

◆建物・道路・側溝清掃,警備,害虫駆除・防除（樹木等
含む）,消防・空調設備点検,植栽・剪定,除草,廃棄物収
20,000 集運搬,

554 エコ・クリーンサービス㈱

牛久市小坂町3398-15

029(872)4434

10,000 販売

927 ㈱エコシティサービス

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 ｻｳｽｺ
ｱ205
045(941)5725

20,000 ◆水道ﾒｰﾀｰ検針,水道料金等徴収,開閉栓

821 ㈱エス・アイ・シー

千葉県千葉市中央区問屋町1-35

043(301)8822

30,000 機，変圧器◆電気・通信・上下水道施設保守点検

290 Ｓ．Ｅ．Ａ．㈲

龍ケ崎市大塚町3055

0297(61)1200

◆道路・管清掃,公園・街路樹管理,害虫駆除▲植木の

▲電気・通信機器，計測器，PH計，分析機器，発電

659 エスティコンサルティング㈱

水戸市米沢町392

029(304)1000

757 エスティ税理士法人

水戸市米沢町392

029(304)1800

268 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 茨城営業所

土浦市桜町4-3-20

029(821)5331

東京都港区芝浦1-1-1

03(6324)4350

水戸市北見町8-8

029(215)2605

1021 ㈱NJS・E&M

392 ㈱ＮＴＴ東日本－南関東 茨城支店

3,000 ◆産業廃棄物収集運搬,産業廃棄物中間処理
◆公営企業会計法適用化支援,公会計財務書類作成
支援,財務書類分析支援,公共施設等総合管理計画作
成支援,経営戦略策定支援,水道料金改定支援,ｱｾｯﾄ
30,000 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援,ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援

◆公営企業会計法適用化支援,消費税・税理士申告
支援

▲電気・通信用機器類,電子計算機類◆ｿﾌﾄｳｪｱ開発,

13,122,268 賃貸借,建物管理等各種保守管理

◆上下水道料金徴収、水道メーター検針、滞納整理、

100,000 会計業務、システム開発

▲電気・通信用機器類,事務用機器類◆建物管理等

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

50,000 各種保守管理

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等5／25

住

所

電話番号

5
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲一般・産業用機器類,精密機器類,工業薬品◆水処

282 荏原実業㈱ 茨城営業所

つくば市二の宮3-2-7 第四芳村ビル

029(860)5280

610 ㈲海老原造園

龍ケ崎市川原代町2326

0297(66)4483

484 ㈱MCエバテック 分析事業部つくば営業所

稲敷郡阿見町中央8-3-1

029(887)1017

126 ㈱M'sジャパン

埼玉県所沢市山口373-9

04(2926)7437

775 応用地質㈱ 茨城支店

つくば市御幸が丘43

029(851)6420

295 ㈱OAサプライフルサービス つくば支店

小美玉市羽鳥字五万堀2969-1

0299(56)5360

112 大崎データテック㈱

日立市助川町1-11-19

0294(33)6990

635 ㈲大貫園

牛久市神谷3-17-2

029(872)1580

429 大堀メンテナンス㈱

つくば市北条1760

029(867)1466

305 大山県南保険

牛久市小坂町1912-80

029(872)7663

149 岡エンジニアリング㈱ つくば営業所

つくば市天久保3-14-13

029(860)2275

1,001,406 理施設維持管理,機械設備保守点検

3,000 ◆植栽・剪定,害虫防除,除草,（道路・側溝、公園）清掃

280,000 ◆調査・研究（環境計量証明,分析,作業環境測定）

3,000 ◆漏水調査
▲精密機器類（計測機器）◆ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ（ｼｽﾃﾑ
開発,ﾃﾞｰﾀ処理）,調査･測定･検査（環境・公害等調査,
16,174,600 市場調査・計画策定）

▲OAｻﾌﾟﾗｲ消耗品(ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ・ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ),ｺﾋﾟｰ

18,000 用紙,文具,家具,電化製品全般

▲パソコン・サーバー販売◆上下水道料金システム・

350,000 公営企業会計システム開発・運用

▲造園・土木資材◆公園・街路樹等緑地管理,剪定・

5,000 伐採,除草,薬剤防除

▲消火器,消火栓ﾎｰｽ,照明器具,電線等資材◆消防・

20,000 電気設備保守点検

◆損害保険(あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱,自動車

1,555 保険,火災保険,傷害保険,賠債責任保険)

10,000

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

▲計測機器,工業計器,電子計測器,ＯＡ機器,ﾄﾅｰｶｰﾄ
ﾘｯｼﾞ,ﾘｻｲｸﾙﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ,記録紙,ﾁｬｰﾄ紙

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等6／25

住

所

電話番号

6
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

881 ㈱おしゃれの店あらい

龍ケ崎市4271

0297(62)3939

769 小野田電気管理事務所

牛久市柏田町3259-64

029(873)1273

441 オリジナル設計㈱ 茨城事務所

水戸市中央2-8-8 アシスト第2ビル

029(225)4431

536 柏原計器工業㈱ 関東営業部千葉営業所

千葉県市川市末広1-2-10

047(398)0228

50,000 ▲水道ﾒｰﾀｰ

238 ㈱鹿島商会

鹿嶋市宮中257

0299(83)3081

10,000 清掃・調査,活性炭再生充填

492 柏屋洋品店

取手市藤代386

0297(82)3012

445 ㈱かつら設計

東茨城郡城里町大字御前山251-1

029(289)2330

10,000 備，ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ，図面製作

920 川口自動車㈱

取手市清水947-1

0297(83)3611

30,000 ▲公用車販売◆車検,車修理

578 ㈱川又感光社

水戸市五軒町1-5-48

029(221)7781

10,000 ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ,ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ,人材派遣

263 河村電気工事㈱

龍ケ崎市馴馬町509

0297(62)2748

20,000 ◆電気設備・消防設備保守点検業務

461 ㈱カンエイメンテナンス 水戸営業所

水戸市笠原町1189-2

029(350)2071

10,000 ◆配水場の運転維持管理

10,000 ▲作業服,事務服,軍手,ﾍﾙﾒｯﾄ,安全靴,寝具

4,371 ◆設備機器維持管理

1,093,000 ◆調査・研究,情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発

▲活性炭,工業薬品,ろ過砂,砂利,ｱﾝｽﾗｻｲﾄ◆配水池

▲繊維製品,皮革製品,作業服,防寒服,制服,長靴,雨具,
帽子,白衣

◆情報処理,ｼｽﾃﾑ開発,ﾃﾞｰﾀ処理，調査・測定,台帳整

▲印刷製本,事務機器,事務用品◆製図･ﾃﾞｰﾀ出入力,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等7／25

住

所

電話番号

7
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

483 ㈱環境研究センター

つくば市羽成3-1

029(839)5501

266 管清工業㈱ 茨城営業所

水戸市渡里町2710-6

029(224)1000

250,000 ◆下水道管渠清掃・調査,産業廃棄物収集運搬

544 ㈱管総研 東京支店

東京都中央区日本橋本石町3-3-10

03(5205)1990

100,000 賃貸借

30,000 ◆環境調査・研究

▲電子計算機類◆調査・研究,情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,

354 関東企業㈱

龍ケ崎市羽原町1976-18

0297(62)6491

◆浄化槽維持管理・清掃・点検,下水管渠調査,一般・
産廃収集運搬,上水管清掃,漏水調査,古物商,金属くず
10,000 商,施設清掃(道路・側溝・公園・下水管渠)

781 ㈱関東サービス工社

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-59-2

048(640)1372

10,000 金徴収窓口業務、貯水槽清掃

359 関東情報サービス㈱

土浦市文京町8-21

029(822)2901

40,000 報処理,ｼｽﾃﾑ開発,人材派遣

462 (財)関東電気保安協会 土浦事業所

土浦市生田町8-29

029(821)8929

19,240 ◆建物等各種保守管理

956 関東ビルサービス㈱

水戸市千波町1795-1

0297(63)7400

25,000 槽点検)

◆上下水道施設運転管理、水道メータ検針、水道料

▲OA機器の販売・ﾘｰｽ,事務用品,電気通信機器◆情

◆建物管理等各種保守管理(電気・機械・空調・浄化

351 北澤機械店

龍ケ崎市川原代町5530-3

0297(62)0921

▲車・車用品販売、産業機械(ポンプ・発電装置)、リー
ス(農業機械・草刈機)◆草刈、除草、各機械の点検・
76,391 整備・修理

135 ㈱久工

笠間市南吉原132

0296(72)9760

25,000 ▲電気・通信機器◆電気設備保守点検

917 ㈱協栄 茨城支店

土浦市中央1-1-1

029(835)6763

97,500 消防設備,公園清掃,植栽,剪定,害虫駆除

◆建物管理,電気冷暖房保守,警備,受付,貯水槽清掃,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等8／25

住

所

電話番号

357 ㈱協栄

龍ケ崎市城ノ内1-20-2

0297(64)3004

115 協進電設㈱

龍ケ崎市柏ヶ作1077-4

0297(62)4337

450 ㈱ぎょうせい 関東支社

東京都江東区新木場1-18-11

03(6892)6231

8
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆廃品・資源物回収,資源物買受処理（鉄くず等）,一
般・産業廃棄物収集運搬,一般貨物運送,屋外施設清
1,000 掃管理,除染

20,000 ▲家電製品,消防防災器具及び用品,標示板等

▲電子出版物・事務用機器,事務用品◆調査・研究,情

500,000 報処理,翻訳・通訳・速記,賃貸借,電子出版
◆廃品・資源物回収,資源物買受処理(鉄くず等),産
業・建設廃棄物収集運搬,一般貨物運送,清掃（道路,
側溝,公園）,植栽・剪定,除草,下水管渠清掃・調査,除
20,000 染

313 ㈱協和

龍ケ崎市貝原塚町4053-2

0297(64)3044

207 ㈱協和コンサルタンツ 茨城営業所

龍ケ崎市佐貫1-4-3

0297(61)6171

456 ㈱極東技工コンサルタント 茨城事務所

水戸市元吉田町128

029(233)1470

548 國吉事務機㈱

龍ケ崎市馴馬町5436

0297(64)2951

818 クボタ環境サービス㈱

東京都中央区京橋2-1-3

03(6281)9918

90,000 ◆水道施設の維持管理業務

171 ㈱クマモト

稲敷市下太田4456-1

0297(87)0550

20,000 ▲不用品買取(鉄くず・非鉄金属くず等)

857 倉沢印刷㈱

龍ケ崎市3458

0297(62)1717

20,000 ▲印刷全般・製本,文具,印章,事務機器販売

0297(66)1212

▲消防防災用品,電気通信,照明器具,無線装置,情報
処理機器◆設備機器維持(消防・電気・通信・空調・自
20,000 動ﾄﾞｱ・排煙)

120 栗山電気㈱

◆環境及び公害調査,交通量調査・推計,各種行政計

1,000,000 画の作成,ｼｽﾃﾑ開発・運用支援,ﾃﾞｰﾀ入力

▲印刷製本◆屋外施設管理,調査・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務,情

50,000 報処理,事務処理,ｲﾍﾞﾝﾄ

▲OA機器,事務機器◆ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ･保守･修理(OA･事

龍ケ崎市若柴町3047-2

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

5,000 務機器)

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等9／25

住

所

電話番号

9
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲一般印刷,フォーム印刷,製本,その他（印刷関連業

545 ㈱黒須印刷

牛久市栄町3-52

029(873)0605

10,000 務全般）

551 ㈱ケーシーエス

水戸市谷津町1-40

029(253)6111

50,000 ﾑ開発・運用支援,ﾈｯﾄﾜｰｸ関連業務,要員派遣

876 ㈱建設技術研究所 茨城事務所

つくば市鬼ヶ窪1047-27

029(847)5551

100 県南管工事協同組合

龍ケ崎市長山1-5-1

0297(66)2409

23,480 ◆量水器交換,配水管給水管修繕,漏水調査等

202 ㈱小泉東関東 守谷営業所

守谷市本町5298-1

0297(46)0331

45,000 材、厨房・空調,水栓類,家電製品・電材・工具類

903 ㈱江東微生物研究所 茨城支所

つくば市上横場445-1

029(837)0267

50,000 流量測定,放射性物質濃度測定
▲ｾｷｭﾘﾃｨ機器◆(機械・巡回・施設・交通誘導)警備,
消防設備保守点検,受付,電話交換,駐車場管理,放置
82,500 車両確認事務,派遣業務

▲AO機器・消耗品の販売・ﾘｰｽ,ｿﾌﾄ◆情報処理,ｼｽﾃ

▲広告、写真◆調査、情報処理、速記、ソフトウェア

3,025,875 開発、建物管理等各種保守管理

▲ﾊﾟｲﾌﾟ・継手・ﾊﾞﾙﾌﾞ・弁類・ﾎﾟﾝﾌﾟ類等上下水道資

◆臨床検査,食品検査(食品分析,保菌検査),水質分析,

272 国際警備保障㈱

水戸市千波町1829-23

029(241)2155

559 国際航業㈱ 水戸営業所

水戸市城南1-1-8 サザン水戸ビル

029(221)7251

496 コスモ工機㈱ 東京支店

東京都港区西新橋3-9-5

03(3435)8805

龍ケ崎市大徳町1299-2

0297(62)1316

46,000 ◆除草

水戸市笠原町1576-7

029(305)4545

50,000 昇降機

4 ㈲桜井建材

119 ㈱サンアメニティ 茨城支社

▲印刷,電子出版物,(一般産業用,電気通信用,精密)機

16,729,013 器◆調査・研究,情報処理,賃貸借,電子出版

498,000 ▲建設土木資材

▲工業用資材(骨材,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄鋼製品等),機械器具

▲ﾌﾟｰﾙ用品◆建物管理等各種保守管理,施設警備,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等10／25

住

所

電話番号

10
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆建物清掃管理業務,設備保守点検業務,屋外施設清

606 三興産業㈱

龍ケ崎市上町4835-1

0297(64)6152

10,000 掃管理業務

177 ㈱サンスイ 北関東支店

埼玉県上尾市平方4280-1

048(783)0880

30,000 理ｼｽﾃﾑ,管網解析,配水管ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

232 サンプラント㈱

土浦市神立町3436-2

029(831)2583

10,000 施設維持管理・浄化槽管理,受水槽清掃

102 ㈲サンライズ寺田

取手市下高井2030-2

0297(78)5262

255 ㈱サンリーク 東京支店

東京都北区王子1-29-1

03(5959)7961

880 ㈱ジー・アシスト

牛久市東大和田町386-1

029(869)9977

473 業所

水戸市元吉田町756

029(246)1002

54,500 電源装置の保守点検・管理

792 ㈱ジーシーシー 茨城支社

水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル8階

029(353)8885

90,000 ◆ＯＡ機器リース、情報処理業務

487 シーデーシー情報システム㈱

千葉県千葉市中央区本千葉町4-3

043(224)7181

25,000 ﾃﾑ開発

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

045(505)8947

▲薬品注入機,膜ろ過装置,ﾃﾚｽｺｰﾌﾟ,緊急用浄水装置,
水質計測機器（残留塩素,pH,濁度）◆水処理設備の
30,000 保守点検

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

045(505)8901

◆漏水調査,水圧,管内洗浄,不明菅探知,給水台帳管

◆下水道処理施設維持管理業務,農村集落排水処理

▲家具類,事務用品,資材全般,古物品の販売・買取り

1026 ＪＦＥエンジニアリング㈱

13,000 ◆漏水調査

◆道路・管清掃、汚泥収集運搬、産業廃棄物収集運

㈱ジーエス・ユアサフィールディングス 茨城営

145 JFEアクアサービス機器㈱

3,000 ◆植栽剪定,除草,産業廃棄物収集運搬,ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ

4,500 搬

▲産業用蓄電池・電源装置の販売◆産業用蓄電池・

▲電算用品、情報処理機器(コンピュータソフト含む)

◆公共料金の検針・徴収業務,電算処理,ｿﾌﾄ開発,ｼｽ

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

10,000,000 ◆浄水場設備保守点検・運転維持管理

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等11／25

住

所

電話番号

11
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆不要品・中古品買受(ﾊﾟｿｺﾝ等及び関連機器),情報

274 ㈱ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内3-4-1

03(3216)3927

774 ㈱ジオプラン

東京都文京区本郷1-28-10 本郷TKビル

03(5805)5888

10,000 機器等販売

029(828)7811

▲事務用家具、事務機器,情報処理機器,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌ
ﾄ,OA機器・事務機器ﾘｰｽ◆情報機器保守,電気・電
10,000 話・通信設備

957 ㈱システムコピー販売

65,700,000 処理系ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ・ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ)

◆システム開発・保守▲ソフト・コンピュータ及び周辺

つくば市上ノ室285-1

▲化学薬品(次亜・苛性ソーダ等,高分子凝集剤・活性
炭・重金属固定剤等)◆活性炭交換及び再生業務委
3,000 託

750 ㈲島田商店 茨城支店

牛久市刈谷町2-176-1-110

029(893)2944

875 ㈱清水合金製作所 東京営業所

東京都新宿区西新宿4-2-18 三共西新宿ビル

03(3370)6586

90,304 ▲水道用弁・栓類販売

998 ㈱ジャスト

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463

048(647)3290

50,000 (空気清浄器,浄水器,ｴｱｰ・ﾛｰﾙﾀｵﾙ等)ﾚﾝﾀﾙ

865 ㈱秀保堂プレスタ

龍ケ崎市姫宮町69-1

0297(64)6600

585 常陽コンピューターサービス㈱

水戸市西原2-16-25

029(253)4411

47,500 ｼｽﾃﾑ維持管理

218 常陽メンテナンス㈱ 龍ケ崎支店

龍ケ崎市緑町183-2 スカイパレスA-204

0297(88)3450

10,000 収による受託計算処理及び情報処理

133 昭和瀝青㈱

取手市上高井395

0297(78)9759

46,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ製品

626 ㈱新開発エンジニアリング

牛久市南3-3-5

029(874)3365

▲事務用品,ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用ﾄﾅｰ,清掃用品,ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ◆

3,000 ▲ゴム印、印鑑、シャチハタ、封筒印刷、印刷全般

▲ﾊｰﾄﾞ,ｿﾌﾄ,周辺機器,ｼｽﾃﾑ◆情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,

◆建築物清掃・管理,設備機械保守点検,検針,料金徴

▲加熱合材(新規･再生),常温合材,ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤等の

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

5,000 ◆地下埋設物探査

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等12／25

住

所

電話番号

12
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆建物清掃,(電気・空調・消防・ﾎﾞｲﾗｰ)保守点検,庁舎

624 新生ビルテクノ㈱ 北関東支店

つくば市千現1-11-3

029(856)2347

649 新日本化成㈱ つくば営業所

牛久市岡見町2794-7

029(830)2007

10,000 炭交換

216,000 等施設運転管理

▲一般工業薬品,ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ,ﾌﾟｰﾙ薬品◆濾材・活性

458 新和アメニティ㈱

つくば市大角豆2011-70

029(852)3351

◆下水道施設維持・補修,農業集落排水維持,下水道
管漏水調査・清掃・補修,浄化槽管理・補修,貯水槽清
10,000 掃,産廃収集運搬

772 ㈱水機テクノス

東京都世田谷区桜丘5-48-16

03(3426)2600

80,000 機器販売

330 水道総合プランニング㈱

埼玉県和光市本町22-1

048(458)6385

45,000 ◆上水道の漏水調査

593 水道テクニカルサービス㈱

神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45 大高ビ
ル3Ｆ

045(360)9220

563 水ｉｎｇ㈱ 東関東支店

千葉県千葉市中央区富士見2-15-11

043(227)9577

427 ㈲昴商会

笠間市福原字鏡田602-1

0296(70)3111

243 住友重機械エンバイロメント㈱

東京都品川区西五反田7-10-4

03(6737)2700

龍ケ崎市佐貫4-1-9

0297(66)3365

35,000 常時監視装置保守管理,水質・土壌分析

029(25)2508

▲車両,燃料,家具・什器類,電気通信用機器,医療・事
務用機器,事務用品◆情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,賃貸借,
90,000 建物管理保守

1025 誠心エンジニアリング 佐貫営業所

629 関彰商事㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ部 守谷支店

◆水処理施設運転管理及び施設保守業務▲水処理

4,000 ◆漏水調査

▲水処理･環境衛生機器,工業薬品◆環境衛生施設

5,500,000 の維持管理,環境衛生施設の修繕役務

▲工業薬品・消防防災商品販売◆消防設備保守点

3,000 検

▲工業用薬品◆上下水道処理施設・廃棄物処理施

480,000 設の運転管理及び保守点検

▲工業薬品・環境監視用計測機器◆水質汚濁・大気

つくばみらい市絹の台7-7

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等13／25

住

所

電話番号

13
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲消火器,監視ｶﾒﾗ,電気錠,ｲﾝﾀｰﾎﾝ,金庫,防犯ｶﾞﾗｽ,屋
外用赤外線ｾﾝｻｰ,ｾｷｭﾘﾃｨ機器全般,AED◆(機械,常
66,377,829 駐)警備,現金護送

562 セコム㈱

東京都渋谷区神宮前1-5-1

0297(73)8780

361 ㈱全日茨城 龍ケ崎営業所

龍ケ崎市馴柴町820-2

0297(64)2290

10,000 設警備（人的）

◆清掃,設備管理,受付案内,プール・体育施設管理,施

444 ㈱総合印刷新報社 つくば支店

つくば市松代2-2-1

029(863)1888

▲印刷製本,文具・事務用品,看板・案内板・標識,写
真・表彰用品・記念品・旗◆情報処理,事務処理,封入
50,000 封滅,DM,イベント企画運営

940 綜合建物サービス㈱

取手市新町6-17-1

0297(74)3818

10,000 設備,防災設備,害虫防除,植栽・剪定・除草

819 ㈱速記センターつくば

取手市取手3-4-20 中山ビル301

0297(86)8801

10,000 声認識ｼｽﾃﾑ)

574 第一環境㈱

東京都港区赤坂2-2-12

03(6277)7750

100,000 施設保守維持(運転・漏水調査),

891 第一法規㈱

東京都港区南青山2-11-17

03(3404)2251

480,000 情報処理・ソフトウェア開発・電子出版

343 大栄測量設計㈱

土浦市中貫2402-3

029(833)0081

20,000 情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,電子出版

107 太三機工㈱ 水戸営業所

水戸市吉沢町352-14

029(247)3363

51,400 ▲上下水道資材

745 大成機工㈱ 東京支店

東京都中央区日本橋1-2-5 栄太楼ビル

03(5201)7771

98,000 ▲上下水道用特殊継手類

379 大成クリーン㈱ 茨城営業所

龍ケ崎市姫宮町36-105

0297(64)8063

10,000 ▲工・化学薬品

◆清掃,機器設備の運転・保守・管理,警備,空調・衛生

◆会議録作成,ﾃｰﾌﾟ起こし,議事録作成支援ｼｽﾃﾑ(音

▲検針ｼｽﾃﾑ◆検針,量水器交換,水道料金徴収,水道

▲その他印刷類・図書類・電子出版物類◆調査研究・

▲電子出版物類製造・販売◆写真・製図,調査・研究,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等14／25

住

所

電話番号

14
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆産業廃棄物収集運搬、配管内調査・清掃、道路側

393 ㈱ダイゼン 茨城支店

常総市相野谷町4-2

0297(22)0021

10,000 溝清掃

478 ㈱大佑テック

土浦市右籾2429-8

029(834)3200

10,000 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ施設維持管理

322 ㈱大洋 神栖支店

神栖市木崎59-1

0299(77)9245

50,000 ▲買受（鉄屑,非鉄,不用品,自動車）

201 太陽計測㈱ つくば営業所

つくば市花室1003-6 ケーアイビル

029(857)2452

90,000 精密機器◆ｿﾌﾄｳｪｱ開発,上下水道施設保守管理

613 大和化成㈱ 茨城営業所

坂東市大崎513

0297(38)1391

88,800 ▲工業薬品全般

192 大和リース㈱ 水戸支店

水戸市笠原町978-28

029(305)5131

541 高橋興業㈱

土浦市大町12-1

029(824)2211

30,000 ◆建物管理等各種保守管理

◆配水場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場運転管理,上下水道施設・浄化槽・

▲一般・産業用機器,電気・通信用機器・電子計算機,

▲建築材料,緑化商品,自動車,機器類◆賃貸借(自動

21,768,382 車,機械器具,事務機器,LED照明,緑化商品)

303 タカラビルメン㈱

龍ケ崎市中根台4-10-1

0297(66)7111

◆建物清掃,建物環境衛生管理,空調設備保守点検,
給排水設備保守点検,消防設備保守点検,警備,人材
10,000 派遣,人材サービス

902 田口金属㈱ 古河工場

古河市小堤1951

0280(98)1177

20,000 ▲鉄・非鉄金属屑買受け

522 ㈱田崎技術

潮来市築地544-2

0299(62)3400

30,000 公園・街路樹管理

809 田中造園

取手市神住228

0297(85)8630

◆産廃収集運搬業,施設清掃,道路・管清掃,除草作業,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

◆植栽,剪定,除草,樹木害虫駆除,防除,公園清掃管理

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等15／25

住

所

電話番号

15
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

桜川市青柳448-2

0296(76)1183

▲車両類(消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車),消防・防災機器,化学工
業薬品◆建物管理各種保守管理,活性炭交換,消防設
20,000 備保守点検業務

482 地中エンジニアリング㈱

埼玉県さいたま市桜区田島5-19-8

048(844)1031

10,000 ◆漏水調査

867 ㈱千葉測器

千葉県千葉市中央区都町2-19-3

043(231)2351

16,100 ドウェア保守点検、システム開発

646 ㈱チヨダ 埼玉支店

埼玉県さいたま市西区佐知川1433-1

048(780)2470

50,000 ◆水道管洗浄,水道管不断水ｶﾒﾗ調査

466 ㈱塚越産業

つくば市篠崎1990-11

029(864)3888

40,500 売◆建物管理等各種保守管理

333 塚田陶管㈱

土浦市藤沢3578

029(862)2511

牛久市牛久町3300

029(872)2222

50,000 ▲ｶﾞｿﾘﾝ,灯油,重油,LPｶﾞｽ

186 ㈱つくば電気通信

土浦市並木4-4-46

029(835)6200

30,000 用什器◆電気設備,消防設備点検

242 つくば都市緑化㈱

つくば市下別府489-81

029(847)6439

11,000 ◆公園清掃,植栽・剪定,除草,樹木等害虫駆除・防除

817 ㈱TKC

栃木県宇都宮市鶴田町1758

028(648)2111

308 ㈱データベース 東京支店

東京都中央区日本橋本町2-8-12

03(5641)1381

1011 筑宝産業㈱

56 塚本産業㈱

▲文具・事務機器、OA機器◆事務機器リース、ハー

▲衣服,家具,什器販売,医薬品医療用品類,日用品販

100,000 ▲骨材(砕石,再生砕石)

▲ﾊﾟｿｺﾝ及びｿﾌﾄ,事務用品,通信機器,消火器具,事務

5,700,000 ▲事務機器◆ｿﾌﾄｳｪｱ開発

▲工業薬品◆上下水道施設維持管理,電気設備保守

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

490,000 点検

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等16／25

住

所

電話番号

16
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

320 ㈱テクノスジャパン 関東支店

埼玉県さいたま市南区文蔵4-23-20-102

048(711)6453

888 テスコ㈱

東京都千代田区西神田1-4-5

03(5244)5311

196,000 転管理業務,ビル等総合管理業務

178 デュプロ㈱ 茨城支店

石岡市石岡2183-5

0299(27)6670

100,000 器◆印刷機ﾘｰｽ

753 ㈱電算システム

岐阜県岐阜市日置江1-58

058(279)3456

1,229,213 ◆コンビニ収納代行

459 東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱

東京都港区海岸1-2-3

03(6452)8416

10,000,000 処理業,建物管理保守

899 東京技工㈱ 常総営業所

牛久市中央5-20-11

029(870)3301

49,500 理各種ﾃﾞｰﾀ入力,ﾌｧｲﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ等作成

134 東京水道サービス㈱

東京都新宿区西新宿6-14-1

03(5320)9356

100,000 管内面洗浄作業,配・給水管漏水調査

390 ㈱東計電算

神奈川県川崎市中原区市ノ坪150

044(430)1311

249 東鉱商事㈱ 本社営業部

日立市幸町1-3-8

0294(22)1171

571 東神電池工業㈱

水戸市城東1-4-4

029(300)1313

24,000 置等の販売◆非常用電源装置等の保守点検

304 ㈱東進ビルシステム 茨城支店

龍ケ崎市下町2874

0297(64)7214

20,000 害虫駆除,植栽管理

11,000 ◆上水道漏水調査

▲工業薬品◆水道料金検針・徴収業務,水道施設運

▲ﾒｰﾙｼｰﾗｰ,ﾊﾞｰｽﾀｰ,印刷機,封入封緘機,郵便料金計

▲OA機器◆OA機器ﾘｰｽ,ｼｽﾃﾑ開発及び保守等,情報

◆GIS,ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ構築,ｶﾞｽ・上下水道・道路管

◆水道施設運転・維持管理,水道管路診断・調査,配水

◆ｿﾌﾄｳｪｱ開発,ｼｽﾃﾑ構築・運用・保守,ﾃﾞｰﾀ入力,帳票

1,370,150 印字,ORC,検針・料金徴収,封入封緘,用紙圧着

100,000 ▲工業薬品,理化学機器,計測機器◆活性炭交換入替

▲自動車用ﾊﾞｯﾃﾘｰ・自動車用部品等・非常用電源装

◆建物清掃・管理,警備,受水槽清掃,消防設備,受付,

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等17／25

住

所

電話番号

17
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

566 東邦薬品㈱ 茨城営業部

土浦市真鍋2-2-27

029(822)0821

427 ㈱東北漏水 関東営業所

埼玉県桶川市加納684-11

048(729)0272

189 ㈱東洋アクアテック

神奈川県相模原市中央区清新8-9-17

042(758)5580

791 東洋計器㈱ 北関東支店

埼玉県さいたま市北区宮原町4-2-20 第3益山
ﾋﾞﾙ3階
048(613)1031

227 東洋プラント工業㈱

土浦市中村南4-5-27

029(842)8611

20,000 (空調設備,給排水衛生設備,濾材交換,受水槽設備等)

526 ㈱トーエイ

千葉県松戸市大金平5-412-1

047(341)7541

10,000 タル,情報処理業務

160 常盤工事㈱

土浦市下高津1-2-21

029(821)1942

20,000 過,汚水処理施設,給排水管)維持管理,貯水槽清掃

420 ㈱ときわコピー 茨城支店

取手市井野台1-2-4

0297(72)2579

10,000 ◆印刷製本（電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ,ｽｷｬﾆﾝｸﾞ等）

546 常磐システムエンジニアリング㈱

土浦市港町2-3-11

029(824)0631

60,000 ◆ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

533 常盤造園建設㈱

取手市駒場4-6-5

0297(73)0551

27,150 ◆植栽・樹木管理,除草

605 トッパン・フォームズ㈱ 水戸営業所

300,000 ▲薬品

10,000 ◆調査・研究,上水道漏水調査

100,000 ▲一般機械器具製造◆水道業務,機器類設備等保守

772,760 ▲量水器

▲一般産業機器,薬品,ﾌｨﾙﾀｰ◆設備保守点検業務

▲文具・事務機器、家具・什器◆機器保守,リースレン

◆(浄化槽,空調設備,貯水槽,給水装置,ﾎﾞｲﾗｰ,ﾌﾟｰﾙ濾

水戸市泉町1-2-4

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

029(221)2158

▲印刷・製本,文房具・事務用品・什器・家具,事務機
器・情報処理用機器◆業務委託(封入封緘・発送代
11,750,000 行)

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等18／25

住

所

電話番号

18
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

412 ㈱トミス

東京都渋谷区代々木2-15-5

03(3370)6107

336 ㈲トヨダ

土浦市粕毛1-1

029(827)3580

331 ㈱トヨタレンタリース茨城

水戸市泉町2-3-24

0299(48)3335

10,800 ◆自動車(ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ),ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(ﾘｰｽ)

873 取手繊商協同組合

取手市取手2-14-23 取手市商工会館内

0297(73)0033

2,200 ▲繊維製品,作業服,寝具◆寝具ﾘｰｽ

306 ㈱直井造園土木

つくばみらい市日川571

0297(52)2600

20,000 ◆樹木管理(伐採,剪定),除草・草刈

443 ㈱中川製作所 北関東営業所

東茨城郡城里町下古内字押越798-2

029(288)5971

20,000 ▲用紙類,防護服,衛生用品,ﾌｫｰﾑ印刷

413 中里建設㈱

栃木県佐野市栃本町1051

0283(62)0272

20,000 浄,上水道管不断水内視鏡ｶﾒﾗ調査
◆下水管渠内調査・清掃,下水排水路等浚渫,産廃収
集運搬,建築物飲料水貯水槽清掃,その他清掃維持管
20,000 理

10,000 ▲各種鋳鉄製品,付属ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品

◆下水道管路施設清掃,下水管内ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査,建物

5,000 等清掃,貯水槽高架水槽清掃,産廃収集運搬

◆配水池等ロボット清掃及び調査,上水道管内特殊洗

579 ㈱中城

つくば市筑穂1-10-10

029(864)2372

925 ㈲中根自動車

牛久市島田町2114-3

029(875)0606

576 ㈱ナカノアイシステム 北関東支店

水戸市堀町2074-3 メゾンドＫ306号

029(257)6281

26,000 ア開発,賃貸(ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等)

872 ナカヤ洋品店

取手市取手2-5-21

0297(72)0191

▲繊維製品,作業服,靴

3,000 ▲自動車の販売◆自動車の整備

▲印刷,情報処理機器(ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等)◆ソフトウェ

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等19／25

住

所

電話番号

19
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

398 ナジコイーエス㈱

東京都江東区南砂2-32-1

03(3647)5601

30,000 ◆建物管理等各種保守点検

501 ナブコシステム㈱ つくば営業所

つくば市二の宮3-2-6

029(856)7725

300,000 ◆建物管理等各種保守管理

598 ㈱西日本水道センター 関東支店

埼玉県さいたま市大宮区三橋2-801-2

048(783)7900

31,000 ◆上水道漏水調査、水圧、流量測定

964 ㈱ニッコク 東京支店

東京都港区六本木6-17-1

03(5410)0129

72,000 ▲量水器,水道ﾒｰﾀｰ

176 日新警備保障㈱

水戸市城南1-6-9

029(300)3511

10,000 合警備保障業務,電話交換,ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ,清掃業務

394 ㈱日進産業

東京都中央区入船1-4-10

03(3551)0457

90,000 (電気工作物保安管理,昇降機,消防設備等)

384 ㈱日水コン 茨城事務所

水戸市城南1-2-43 水戸ＮＫＣビル

029(302)0475

422 日通商事㈱ 茨城営業センター

つくばみらい市台1861-1

0297(57)2242

967 ㈱日本ウォーターテックス

埼玉県幸手市緑台1-19-11

0480(43)3601

568 日本水道管路㈱ 東京支店

東京都目黒区目黒本町4-16-7 サンワールドビ
ル3階
03(6451)2762

30,000 ◆漏水調査

329 ㈱日本水道設計社 取手営業所

取手市米ノ井535-4

30,000 ◆情報処理業務

▲防犯カメラ等販売◆建物管理等各種保守管理,総

◆建物清掃,建物管理(警備,電話交換等),設備点検

▲電子計算機類◆広告・宣伝,写真・製図,調査・研究,

100,000 情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,建物管理等各種保守管理

◆(情報関連機器,自動車,医療機器(AED等),事務機

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

0297(70)7371

4,000,000 器)ﾘｰｽ

10,000 ◆上下水道のﾒｰﾀｰ検針・料金徴収業務

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等20／25

住

所

電話番号

20
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆建物清掃,設備保守管理(電気・冷暖房・空調・消防
設備保守・室内環境測定),電話交換,受付,警備,貯水
10,000 槽清掃,害虫駆除

143 日本設備管理㈱ 龍ケ崎営業所

龍ケ崎市大徳町503

535 ㈱日本レップス 埼玉営業所

埼玉県さいたま市見沼区東門前35-1 コスモセ
ブン7-101
048(687)7774

20,000 ◆漏水調査

147 ㈱日本漏防コンサルタント 関東営業所

埼玉県和光市中央2-6-6

048(464)6695

20,000 ◆漏水調査

421 ㈱ニューライフ

龍ケ崎市出し山町145

0297(64)2301

21,000 機器)ﾘｰｽ,設備保守点検(電気・消防・空調・通信)

600 能美防災㈱ 土浦営業所

土浦市富士崎1-7-21

029(822)3851

748 ノダック㈱ 関東事業所

埼玉県さいたま市南区内谷7-7-5

048(711)7332

50,000 検
▲工業薬品◆水処理施設等維持管理・浄化槽保守
点検・清掃・上下水道施設運転管理・消防設備保守
10,000 管理

0297(64)0960

▲事務･情報処理機器,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ◆(OA機器・事務

▲(消防用設備等機器・防災用品・防災用備蓄食品)

13,302,282 の販売◆消防用設備等保守点検

▲水中TVカメラロボット◆配水池・貯水槽清掃保守点

859 ㈱バイオス

ひたちなか市東大島2-2-21

029(354)6811

352 ㈲萩原清掃社

龍ケ崎市3445

0297(62)1339

◆一般･産業廃棄物収集運搬,上水管清掃,浄化槽点

763 ㈱パスコ 茨城支店

水戸市南町2-6-18

029(233)5306

209 ㈱阪神計器製作所 関東支店

東京都港区芝4-6-14

03(5419)7481

298 ㈱PUC

東京都新宿区西新宿6-5-1

03(3343)4560

3,000 検・清掃,漏水調査,金属くず商,施設清掃全般
▲（事務機器・事務用品・情報処理機器,測量・測定機
器）製造・販売◆印刷・製本,写真・製図,模型作成,情
報処理,調査・研究,ｿﾌﾄｳｪｱ開発，建物管理等各種保
8,758,481 守管理

60,000 ▲量水器

▲情報処理機器販売◆水道料金徴収業務,情報処

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

100,000 理・ソフトウェア開発,コールセンター運営

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等21／25

住

所

電話番号

21
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

◆警備(施設・交通誘導・雑踏),受付業務(受付案内,電

724 東日本警備保障㈱

水戸市米沢町522-1

029(304)6666

913 ㈲光企業

取手市寺田4888

0297(73)1285

773 ビソー工業㈱ 茨城支店

つくば市西高野1864-1

029(850)5071

50,000 ◆水道施設運転管理、水道料金徴収

335 ㈱日田建設工業

守谷市高野1207-13

0297(45)1701

20,000 ◆管渠清掃・調査,側溝清掃・調査

850 ㈱日立製作所 茨城支店

水戸市三の丸1-4-73 水戸三井ビル

029(224)9550 458,790,992 ﾀﾙ,ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保守点検,ｼｽﾃﾑ開発

418 日立造船㈱

大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89

06(6569)0001

607 ㈱日立ビルシステム 東関東支社

千葉県柏市柏4-8-1

04(7168)5187

978 ㈱日立物流東日本 土浦営業部

かすみがうら市下稲吉2644-1

0299(59)7330

799 ㈱日立プラントサービス 茨城支店

水戸市泉町2-2-27 ﾆｯｾｲ水戸ﾋﾞﾙ6Ｆ

029(226)5758

918 ヒラデ・スタイル㈱

龍ケ崎市緑町168

0297(62)5307

50,000 動具,消防防災,看板,ｶﾒﾗ

029(264)7077

▲水泳用品,ｻｰﾌｨﾝ用品の販売◆電話交換,清掃,施
設警備,体育施設管理,水泳指導,介護予防指導,ﾄﾚｰﾆ
10,000 ﾝｸﾞ指導

813 ㈱ファンタジーアイランド

40,000 話交換)

◆下水管渠清掃,下水管渠調査,側溝清掃,一般廃棄

5,500 物収集運搬,産業廃棄物収集運搬

▲OA機器通信機器◆上下水道施設管理,OA機器ﾚﾝ

▲産業・通信・理化学機器,工業薬品,水処理用機材◆

45,442,365 建物管理等各種保守管理

◆清掃,建築物環境衛生維持管理,(浄化槽・空調設

5,105,091 備・消防設備・電気設備・昇降機設備)保守点検,警備

100,000 ◆運送

▲水処理薬品,計装機器類◆建物管理等各種保守管

3,000,000 理

▲家具寝具内装,事務用品,OA,紙印章,教材,電気,運

大洗町大貫町字前原256-22

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

805 ㈱フジコー 龍ヶ崎営業所

物品製造等22／25

住

所

電話番号

22
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲工事用資材,給排水設備資材,電気工事用資材,電

龍ケ崎市光順田1697-2

0297(64)3051

176,000 気・通信用機器,事務用機器,事務用品
◆漏水調査,埋設管探査,上下水道施設管理図作成,
窓口業務,検針業務,料金収納・滞納整理業務,開閉栓
100,000 業務・メータ管理,上下水道維持管理業務全般

273 フジ地中情報㈱ 東京支店

埼玉県さいたま市浦和区常盤7-1-1

048(615)0237

655 富士通㈱ 茨城支店

水戸市泉町1-2-4

029(221)5722 324,625,076 理・ｿﾌﾄｳｪｱ･ｼｽﾃﾑ開発,保守

877 フジテコム㈱ 東京支店

東京都千代田区神田佐久間町2-20

03(3865)2960

91,000 探知器、水温計◆管路音圧監視システム
▲ｵﾌｨｽ家具（金庫,事務机,椅子）,工化学薬品（活性
炭）,厨房機器,土建・建築資材（塩ビ管,鋳鉄管,バルブ,
70,000 電線等）

▲OA機器(ﾊﾟｿｺﾝ),通信機器,情報処理機器◆情報処

▲相関式漏水探知器、鉄管・ケーブル探知器、金属

919 冨美通信興業㈱ 土浦営業所

土浦市滝田1-38

029(823)1926

389 ㈱フューチャーイン 東京支店

東京都品川区西五反田8-7-11 アクシス五反
田ビル6F

03(5434)7761

226 ㈱プラントサービス

土浦市神立町3615-1

029(830)1411

45,000 道施設運転管理,産廃収集運搬

697 ㈱ブロード

土浦市西並木町3781-29

029(821)2621

10,000 守管理

787 平成理研㈱ 茨城営業所

常総市新石下町3611

0297(42)7300

150,000 生,受水槽清掃,環境ｱｾｽﾒﾝﾄ,水質調査
▲厨房機器(冷蔵庫・洗浄機・ｻｰﾋﾞｽ機器・調理機器・
衛生管理機器・),洗剤,飲料◆厨房機器等修理・保守
100,000 管理

▲電気・通信用機器,電子計算機,事務用機器,事務用

330,000 品◆情報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,OA機器保守

▲工業用薬品◆浄化槽等保守点検,貯水槽清掃,下水

▲電気・通信用機器類、車用品◆建物管理等各種保

▲計測機器,理化学機器,工業用薬品◆建物環境衛

452 ホシザキ北関東㈱ 取手営業所

取手市戸頭9-1-33

0297(78)8061

256 星野総合商事㈱

埼玉県川口市本蓮1-1-9

048(283)3911

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

25,000 ▲消防・防災用品

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等23／25

住

所

電話番号

23
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

726 ㈱細谷造園

牛久市ひたち野西1-21-4

029(872)0680

10,000 ▲園芸資材,樹木◆樹木剪定,害虫駆除

955 マイタウンサービス㈱

福岡県福岡市南区玉川町9-12

092(408)5641

10,000 ◆水道メータ検針、料金徴収等業務

552 前澤給装工業㈱ 茨城営業所

土浦市霞ヶ岡町2-23

029(824)7581

3,358,900 ▲量水器,水道用給水装置機材器具の製造･販売

572 前澤工業㈱ 北関東支店

埼玉県川口市仲町5-11

048(254)2300

5,233,712 設維持管理,上下水道用弁類保守点検,水質検査

523 ㈱丸幾商会 茨城営業所

稲敷郡阿見町阿見1866-4

029(887)8171

12,000 ▲工業用薬品,消防防災用品,理化学機械器具

670 ㈱マルシェ薬品

土浦市西真鍋町4-39

029(879)9322

10,000 ▲工業薬品

312 丸太建設㈱

稲敷郡美浦村木原1884-8

029(885)3805

40,000 廃棄物処分・収集運搬,道路・側溝・下水管渠清掃,

860 三笠産業㈱

草加市草加5-6-10

048(941)8215

10,000 等)、防疫薬剤(殺虫剤等)

879 三谷コンピュータ㈱

福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-13

0776(67)8005

741 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 茨城支店

つくば市吾妻1-10-1

029(886)3061

水戸市南町3-4-12

029(233)2606

▲水下道用弁類,消火栓,門扉類,水処理機械類◆施

▲骨材販売(再生砕石RC-40・RB-40,再生土)◆産業

▲工業薬品(次亜塩素酸ソーダ・活性炭・苛性ソーダ

▲印刷、電気機器◆情報処理、ソフトウェア開発、賃

▲照明器具,電気･通信用機器類◆建物管理等各種

三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 茨城第

584 二営業所

112,243 貸借

5,000,000 （昇降機,空調設備）保守管理

▲(電気・通信・産業用)機器（発電機器等）◆保守保

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

350,000 全・運転管理・修理改造(発電設備等)

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等24／25

住

所

電話番号

三菱ふそうトラック・バス㈱ 北関東ふそう 土

24
資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲車両販売(貨物車・ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ・ﾊﾞｽ),車両部品販売(用

922 浦支店

かすみがうら市上稲吉2044

029(831)0021

368 ㈱美浦クリーン

稲敷郡美浦村布佐1732

029(885)6271

10,000 分(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類等),産廃・特別管理産廃収集運搬

166 明和工業㈱

新潟県新潟市西蒲区打越135-1

025(375)1000

60,000 管資材レンタル）

582 メタウォーター㈱ 首都圏南部営業部

東京都千代田区神田須田町1-25

03(6853)7338

11,946,708 保守点検,上下水道施設運転管理,料金徴収

895 ㈱本橋造園

牛久市岡見町1377

029(872)1283

10,000 理（公園・街路樹管理・草刈・修繕）,害虫駆除

345 ㈲モリタグリーン工業

牛久市牛久町3318-8

029(872)0336

560 ㈱ヤマト 茨城営業所

水戸市中央1-8-11

029(212)3015

5,000,000 転管理

千葉県船橋市宮本4-18-6

047(433)1250

5,599,233 ▲薬品類(化学、工業薬品)

411 ユーロフィン日本環境㈱

神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13

045(790)1284

380 湯原園芸

龍ケ崎市薄倉町1552

0297(62)2662

864 横浜ウォーター㈱

神奈川県横浜中区相生町6-113

045(651)6100

1022 ユアサ・フナショク㈱

35,000,000 品・ﾊﾞｯﾃﾘｰ・電装品)◆車両整備(整備点検車検)

▲砕石・AS材◆一般廃棄物処理(剪定木等),産廃処

▲水道用資材,緊急用給水栓販売◆賃貸借（仮設配

▲(上下水道用・産業用)機器,◆電気・機械・通信設備

▲造園資材(種苗等)◆道路・管清掃,公園・街路樹管

5,000 ◆造園(植栽,剪定,害虫防除,除草,工事等)

▲上下水道用品◆空調設備保守点検,水処理施設運

411,606 ◆環境公害調査・測定,交通量調査

▲植木等販売◆植栽・剪定,害虫防除,除草

▲漏水探知機販売◆上下水道事業アドバイザリー業

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

100,000 務

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿

業者
番号

会 社 名

物品製造等25／25

住

所

電話番号

資本金
(千円)

希 望 営 業 品 目 等

▲砂利,砂,砕石,木材,竹材,丸太,樹木,草花,種,殺虫剤,

768 吉岡緑地㈱

龍ケ崎市3026-6

0297(64)1121

983 吉川水道サービス㈱ 茨城支店

鉾田市串挽1310-9

0291(32)2441

816 ㈱リクチ漏水調査

東京都新宿区中落合3-21-2

03(3954)9225

471 リコージャパン㈱ つくば事業所

つくば市春日2-26-3

050(3534)4380

144 龍側溝管理協同組合

25

10,000 除草剤,農薬◆植栽・剪定,害虫防除,除草

2,000 ◆漏水調査

22,000 ▲配水管監視装置(漏水)◆上水道漏水調査

▲事務機器類(複写機･印刷機,ﾜｰﾌﾟﾛ,ﾊﾟｿｺﾝ他),通信

龍ケ崎市貝原塚町4053-2

0297(64)5771

2,517,400 機器◆情報処理業務(ｿﾌﾄｳｪｱ提供ｻｰﾋﾞｽ),賃貸借
◆資源物買受処理(鉄くず等),廃品・資源物回収,産
廃・建廃収集運搬,屋外施設清掃管理(道路・側溝・公
1,000 園清掃,植栽,剪定,除草,除染),下水管渠調査
▲電子計算機器,電気・通信機器類,検針票販売◆情
報処理,ｿﾌﾄｳｪｱ開発,賃貸借,上下水道料金徴収・検針
1,966,900 業務,会計管理業務

503 ㈱両毛システムズ 東京営業所

東京都新宿区二十騎町2-24

03(3267)1081

779 ㈱漏水探査

千葉県千葉市中央区本町1-6-8

043(239)5511

20,000 ◆漏水調査

802 ワールドウォーターバッグ㈱

大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23

06(6713)7465

10,000 ▲防災用品（非常用飲料水袋（個人水道）6ℓ用）

556 渡辺パイプ㈱ 取手サービスセンター

取手市井野台4-9-17

0297(73)6331

※ 希望営業品目等欄中 ▲…物品製造・販売、◆…役務提供

10,099,184 ▲水道用資材・機器,農業用資材等

