
令和３年度入札参加資格登録業者（物品・役務）

検索 業者名称 所在

ア アールエヌシーパック㈱ 高松市 11 視聴覚機器 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 35 警備保障

ア ㈱あい設計　四国支社 愛媛県 37 調査・研究・検査 41 その他  

ア 愛知時計電機㈱　高松営業所 高松市 9 計測理化学機械器具 27 水道用資材類  

ア ㈱アイ・ティー・シー 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

ア ㈲アイティエスコーポレーション 高松市 32 建築物環境維持管理   

ア アイテック㈱ 　四国支店 高松市 32 建築物環境維持管理 41 その他  

ア アイリスオーヤマ㈱ 宮城県 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器

ア ㈱青葉教育社 丸亀市 1 文具事務機器 9 計測理化学機械器具 20 書籍

ア アカマツ㈱　香川支店　善通寺営業所 善通寺市 1 文具事務機器 16 家具・木工・寝具 31 賃貸・リース

ア ㈱秋山楽器店 坂出市 22 楽器 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 41 その他

ア アクアクリエイティブ㈱ 高松市 32 建築物環境維持管理 39 廃棄物処理  

ア ㈱アクア美保 岡山県 37 調査・研究・検査   

ア ㈱アクセス 高松市 36 人材派遣   

ア 朝日航洋㈱　高松支店 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

ア 朝日設計㈱ 高松市 37 調査・研究・検査   

ア 浅海電気㈱　高松営業所 高松市 32 建築物環境維持管理   

ア アジア航測㈱　四国支店 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

ア ㈱アスティス　高松支店 高松市 7 医療機械器具 8 薬品 9 計測理化学機械器具

ア アセス㈱　四国支店 愛媛県 37 調査・研究・検査 41 その他  

ア ㈱アド・サービス・センター 高松市 6 表彰品・記念品 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ  

ア ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ 東京都 12 電気通信機械器具 41 その他  

ア ＡＬＳＯＫ香川㈱ 高松市 11 視聴覚機器 25 消防防災機器 35 警備保障

ア ㈱あんしんサポート 福岡県 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器 41 その他

イ ㈱Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 東京都 41 その他   

イ 石井事務機㈱　香川西支店 善通寺市 1 文具事務機器 2 用紙 31 賃貸・リース

イ 石垣メンテナンス㈱　四国支店 高松市 8 薬品 13 建設産業機械器具 32 建築物環境維持管理

イ ㈱イトフク 多度津町 15 衣料品・日用雑貨   

イ ㈱イビソク　香川支店 高松市 31 賃貸・リース 37 調査・研究・検査 41 その他

イ ㈱岩本商会　高松支店 高松市 25 消防防災機器   

ウ ヴェオリア・ジェネッツ㈱　中・四国支店 愛媛県 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査 41 その他

ウ ㈱ウエスコ　四国支社 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

ウ ㈱ウォーターテック　四国営業所 高松市 27 水道用資材類 41 その他  

エ ㈱ＨＥＲ　高松営業所 高松市 37 調査・研究・検査   

エ ㈲エーワンセキュリティサービス 高松市 7 医療機械器具 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器

エ ㈱エコサポート 坂出市 32 建築物環境維持管理 39 廃棄物処理  

エ ㈱ｅｃｏｎｅｗｓ 高松市 41 その他   

エ ㈱ＳＴＮｅｔ 高松市 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

エ ㈱エヌ・イーサポート　高松営業所 高松市 37 調査・研究・検査   

エ ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　四国支店 高松市 31 賃貸・リース   

エ ＮＥＣソリューションイノベータ㈱　営業統括本部 東京都 1 文具事務機器 3 一般印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

エ ＮＥＣネッツエスアイ㈱　四国支店 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース

エ ＮＥＣフィールディング㈱　高松支店 高松市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

エ ㈱ＮＪＳ　高松出張所 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

エ ＮＴＴタウンページ㈱ 東京都 41 その他   

エ ＮＴＴ・ＴＣリース㈱　四国支店 愛媛県 31 賃貸・リース   

エ エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱　西日本支社 大阪府 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

エ ㈱ＮＴＴドコモ　四国支社　法人営業部 高松市 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

エ ㈱ＮＴＴフィールドテクノ　四国支店 愛媛県 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器

エ ㈱エヌビーエム 宇多津町 32 建築物環境維持管理   

エ ㈱エムケーインデクト 三木町 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬 41 その他

エ ㈱えむぼま 愛媛県 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

オ 大阪ガスセキュリティサービス㈱ 大阪府 11 視聴覚機器 35 警備保障 41 その他

オ ㈱オオバ　四国営業所 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

オ 岡山県貨物運送㈱　四国主管支店 坂出市 40 廃棄物収集・運搬 41 その他  

オ 沖電気工業㈱　四国支社 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

オ ㈱乙媛印刷社　高松営業所 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷   

オ ㈱オプチカル 高松市 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 41 その他

営業種目1 営業種目2 営業種目3

※営業希望の順ではありません。（営業種目の番号順に記載）
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オ ㈱オリエンタルコンサルタンツ　四国支社 高松市 1 文具事務機器 9 計測理化学機械器具 37 調査・研究・検査

カ ㈱会議録研究所 東京都 3 一般印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 38 書類・会議録作成

カ 香川県学校用品㈱ 高松市 15 衣料品・日用雑貨 20 書籍 41 その他

カ (一社)香川県薬剤師会 高松市 37 調査・研究・検査   

カ 香川西部森林組合 まんのう町 28 木材 37 調査・研究・検査 41 その他

カ ㈱香川電業 丸亀市 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 24 冷暖房衛生設備機器

カ 香川トヨタ自動車㈱　ときめっく丸亀店 丸亀市 10 車両 31 賃貸・リース  

カ 香川日野自動車㈱ 高松市 10 車両 30 リサイクル物品・古物商  

カ ㈱カナック 高松市 1 文具事務機器 25 消防防災機器 27 水道用資材類

カ ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 高松市 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理

カ ㈱河合楽器製作所　高松店 高松市 21 運動用具 22 楽器  

カ ㈲川久保商事 さぬき市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

カ ㈱カワムラ 坂出市 7 医療機械器具 13 建設産業機械器具 41 その他

カ ㈱環境防災　高松営業所 高松市 37 調査・研究・検査 41 その他  

カ ㈱カンケン 坂出市 32 建築物環境維持管理 40 廃棄物収集・運搬  

カ 管清工業㈱　四国営業所 愛媛県 37 調査・研究・検査 41 その他  

キ ㈲キウチスポーツ 坂出市 6 表彰品・記念品 21 運動用具  

キ 菊池建設工業㈱ 愛媛県 37 調査・研究・検査 41 その他  

キ ㈱ぎじろくセンター 山口県 11 視聴覚機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

キ ㈱議事録発行センター 岡山県 11 視聴覚機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 38 書類・会議録作成

キ 北沢産業㈱　高松営業所 高松市 23 厨房用機器   

キ ㈱キャストＫＳＢパートナーズ 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ   

キ キャノンシステムアンドサポート㈱　高松営業部 高松市 1 文具事務機器 2 用紙 41 その他

キ ㈱キャリアステーション 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 36 人材派遣  

キ ㈱キャンサースキャン 東京都 41 その他   

キ ㈱九州文化財研究所　四国営業所 丸亀市 41 その他   

キ ㈱ぎょうせい　四国支社 愛媛県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

キ ㈱協働管財 東京都 41 その他   

キ 共同設計㈱　坂出営業所 坂出市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

キ 協和テクノロジィズ㈱　香川事業所 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具  

キ 極東物産㈱ 高松市 8 薬品 15 衣料品・日用雑貨 25 消防防災機器

キ 近畿技術コンサルタンツ㈱　高松事務所 高松市 37 調査・研究・検査   

ク ㈱熊谷興産 岡山県 8 薬品 29 建築・建設資材 41 その他

ク ㈱グリーンクロス　高松営業所 高松市 18 食料品 25 消防防災機器 29 建築・建設資材

ク 栗モータース 宇多津町 10 車両   

ク ㈱クロコズ 坂出市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ   

ケ ㈱健康日本総合研究所 岡山県 7 医療機械器具 37 調査・研究・検査 41 その他

ケ ㈱現代けんこう出版 東京都 3 一般印刷 20 書籍 41 その他

コ ㈱弘栄社 琴平町 3 一般印刷 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

コ ㈱広真 さぬき市 3 一般印刷 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ  

コ 光進電気工業㈱　福岡支店 福岡県 9 計測理化学機械器具 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器

コ 神戸綜合速記㈱ 兵庫県 11 視聴覚機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 38 書類・会議録作成

コ 光洋産業㈱ 坂出市 30 リサイクル物品・古物商 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬

コ ㈱コーネットワーク 大阪府 1 文具事務機器   

コ ㈱ゴーフィールド 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

コ 国際航業㈱　高松支店 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

コ 国際セーフティー㈱　丸亀支店 丸亀市 7 医療機械器具 25 消防防災機器 35 警備保障

コ 国土情報開発㈱ 東京都 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

コ コクヨ山陽四国販売㈱　高松支店 高松市 1 文具事務機器 16 家具・木工・寝具 41 その他

コ ㈱五星 三豊市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

コ ㈱火燵 宇多津町 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

コ ㈱コダマ 高松市 32 建築物環境維持管理   

コ ㈱こっこー 広島県 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬  

コ 琴参バス㈱ 丸亀市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 36 人材派遣 41 その他

コ ㈱コトブキ　高松営業所 高松市 21 運動用具 29 建築・建設資材 41 その他

コ 小松印刷㈱ 高松市 3 一般印刷 17 室内装飾看板 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

サ ㈱サーベイリサーチセンター　四国事務所 高松市 37 調査・研究・検査 41 その他  
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サ 坂出クリーン㈱ 坂出市 32 建築物環境維持管理 40 廃棄物収集・運搬  

サ ㈱サクセス 坂出市 12 電気通信機械器具 24 冷暖房衛生設備機器 27 水道用資材類

サ 讃岐㈱ 高松市 35 警備保障   

サ 讃岐石材加工(同) 高松市 6 表彰品・記念品 41 その他  

サ 讃岐リース㈱　坂出営業所 坂出市 10 車両 13 建設産業機械器具 31 賃貸・リース

サ サンエー設計㈱ 高松市 37 調査・研究・検査   

サ ㈱サンキ 高松市 13 建設産業機械器具 24 冷暖房衛生設備機器 32 建築物環境維持管理

サ ㈱三輝 大阪府 41 その他   

サ 三幸工業㈱ 福岡県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

サ 三信電気㈱　高松支店 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

サ ㈱三水コンサルタント　香川事務所 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

サ ㈱三青社 坂出市 1 文具事務機器 2 用紙 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

サ ㈲サンテック　関西支店 兵庫県 41 その他   

サ 三電計装㈱ 高松市 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具  

サ ㈱サンリーク 大阪府 37 調査・研究・検査   

サ 税理士法人　三和会計事務所 高松市 41 その他   

シ ジーアイ電機サービス㈲ 高松市 12 電気通信機械器具 13 建設産業機械器具 41 その他

シ ㈱ＺＥＡＸ 坂出市 31 賃貸・リース   

シ ㈱ジィティメンテナンス　丸亀営業所 丸亀市 26 清掃器具・塗料・船具 32 建築物環境維持管理  

シ ㈱ＧＰＭＯ 高松市 37 調査・研究・検査 41 その他  

シ ㈱シーモス 徳島県 31 賃貸・リース 41 その他  

シ ㈱ジェイエスキューブ　第六営業本部 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 41 その他

シ ジェイエムシー㈱ 高知県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

シ 四国アクア㈲ 高松市 32 建築物環境維持管理   

シ 四国アルフレッサ㈱　香川営業部 高松市 7 医療機械器具 8 薬品  

シ 四国医療器㈱ 高松市 7 医療機械器具 31 賃貸・リース  

シ 四国エンジニアリングサービス㈱　高松営業所 高松市 8 薬品 13 建設産業機械器具 32 建築物環境維持管理

シ 四国ガス産業㈱　高松営業所 高松市 23 厨房用機器 31 賃貸・リース 41 その他

シ 四国ガス燃料㈱　高松営業所　西讃出張所 丸亀市 19 燃料 23 厨房用機器  

シ 四国環境整備興業㈱ 愛媛県 8 薬品 37 調査・研究・検査 40 廃棄物収集・運搬

シ シコク環境ビジネス㈱ 丸亀市 24 冷暖房衛生設備機器 32 建築物環境維持管理 41 その他

シ 四国機器㈱ 高松市 10 車両 13 建設産業機械器具 41 その他

シ 四国機電産業㈱ 高松市 12 電気通信機械器具 32 建築物環境維持管理  

シ 四国行政システム㈱ 高松市 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

シ 四国計測工業㈱ 多度津町 9 計測理化学機械器具 12 電気通信機械器具 37 調査・研究・検査

シ 四国警備保障㈱ 高松市 10 車両 12 電気通信機械器具 35 警備保障

シ 四国工業写真㈱ 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

シ 四国システム印刷㈱ 宇多津町 2 用紙 3 一般印刷 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷

シ シコク・システム工房㈱ 丸亀市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 36 人材派遣

シ 四国事務機㈱ 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 16 家具・木工・寝具

シ 四国情報管理センター㈱ 高知県 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

シ ㈱四国ダイケン 高松市 32 建築物環境維持管理   

シ 四国厨房器製造㈱ 高松市 23 厨房用機器   

シ 四国通建㈱　高松支店 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース

シ 四国テクニカルメンテナンス㈱ 高松市 8 薬品 32 建築物環境維持管理 41 その他

シ ㈱四国テクノサービス　宇多津営業所 宇多津町 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理

シ (一財)四国電気保安協会 高松市 32 建築物環境維持管理   

シ ㈱四国電子計算センター 高松市 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

シ 四国特機㈱ 高松市 1 文具事務機器 2 用紙 31 賃貸・リース

シ 四国トラステック㈱ 高松市 1 文具事務機器 16 家具・木工・寝具  

シ ㈱四国パイプクリーナー 高知県 37 調査・研究・検査 41 その他  

シ ㈱しこく美装　丸亀営業所 丸亀市 26 清掃器具・塗料・船具 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理

シ ㈱四国日立システムズ 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

シ ㈱四国舞台テレビ照明　高松事務所 高松市 11 視聴覚機器 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 41 その他

シ シコク分析センター㈱ 丸亀市 37 調査・研究・検査   

シ 四国メインテナンス㈱ 高松市 24 冷暖房衛生設備機器 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理

シ ㈱ジツタ　高松支店 高松市 9 計測理化学機械器具   
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シ ㈱シャープアンドフラット 三豊市 11 視聴覚機器 20 書籍 22 楽器

シ ㈱シャープ松山オーエー　香川営業所 高松市 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

シ ㈱ジャクエツ　高松店 高松市 15 衣料品・日用雑貨 21 運動用具 41 その他

シ 写測エンジニアリング㈱　四国支店 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

シ ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府 3 一般印刷 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査

シ ジャパンエレベーターサービス関西㈱ 大阪府 41 その他   

シ ㈱上智　中四国支店 観音寺市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

シ ジョンソンコントロールズ㈱　広島支店 広島県 3 一般印刷   

シ ㈲伸栄 坂出市 32 建築物環境維持管理 41 その他  

シ シンコースポーツ四国㈱ 高松市 21 運動用具 41 その他  

シ ㈱シンセイテクノ 広島県 13 建設産業機械器具   

シ ㈲新成田総合社 千葉県 31 賃貸・リース 41 その他  

ス 水ｉｎｇエンジニアリング㈱　高松営業所 高松市 24 冷暖房衛生設備機器 27 水道用資材類 41 その他

ス 杉山紙業㈲ 丸亀市 2 用紙 15 衣料品・日用雑貨  

ス ㈱スター 三重県 41 その他   

セ ㈱成光社 高松市 2 用紙 3 一般印刷 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

セ 盛和実業㈲ 坂出市 32 建築物環境維持管理 40 廃棄物収集・運搬  

セ ㈱セーフティーサポート 坂出市 35 警備保障   

セ セーラー広告㈱　西讃支社 丸亀市 17 室内装飾看板 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査

セ セコム㈱ 東京都 7 医療機械器具 35 警備保障  

セ ㈱セレスポ　高松支店 高松市 31 賃貸・リース 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ  

セ ㈱ゼンリン　高松営業所 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 20 書籍 37 調査・研究・検査

ソ ㈱ソイルテック 高松市 37 調査・研究・検査   

ソ 綜合警備保障㈱　香川支社 高松市 7 医療機械器具 11 視聴覚機器 35 警備保障

ソ ㈱総合コンサルタンツ 坂出市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

ソ ㈱総合電子 高松市 12 電気通信機械器具 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理

ソ ㈱創和 東京都 41 その他   

ソ ㈲ソーシーズ 坂出市 17 室内装飾看板   

ソ ソリマチ㈱ 新潟県 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

タ 第一環境㈱　中・四国支店 岡山県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

タ 第一法規㈱ 東京都 3 一般印刷 20 書籍 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

タ 大栄環境㈱ 大阪府 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬 41 その他

タ ㈱ＤｙｎａｘＴ 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

タ Ｄｙｎａｂｏｏｋ㈱　四国支店 高松市 1 文具事務機器   

タ 大日本コンサルタント㈱　四国支店 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

タ 大豊産業㈱ 高松市 9 計測理化学機械器具 12 電気通信機械器具 41 その他

タ ㈱太陽堂 坂出市 1 文具事務機器 2 用紙 3 一般印刷

タ 大和リース㈱　高松支店 高松市 10 車両 29 建築・建設資材 31 賃貸・リース

タ ㈲田岡文具店 坂出市 1 文具事務機器 2 用紙 5 印章

タ タカオ㈱ 広島県 17 室内装飾看板 21 運動用具 32 建築物環境維持管理

タ 高千穂商事㈱ 東京都 3 一般印刷   

タ ㈱ダック 広島県 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

タ ㈲田中自動車 宇多津町 10 車両 31 賃貸・リース  

タ 田中通信工業㈱ 宇多津町 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

タ タニコー㈱　高松営業所 高松市 23 厨房用機器   

チ ㈱地域科学研究所　香川事務所 高松市 37 調査・研究・検査   

チ ㈱地域未来研究所　中国四国事務所 広島県 37 調査・研究・検査   

チ チームラボセールス㈱ 東京都 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

チ ㈱中央印刷所 高松市 3 一般印刷   

チ 中央電機工業㈱ 高松市 1 文具事務機器 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具

チ 中央電業㈱ 丸亀市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

チ ㈲中央ビル管理 宇多津町 32 建築物環境維持管理   

チ ㈱中部コンサルタント 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

ツ ㈱都村製作所 琴平町 21 運動用具 41 その他  

テ ㈱データホライゾン 広島県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

テ デュプロ㈱ 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース

ト 東海リース㈱　高松支店 高松市 31 賃貸・リース   
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ト 東京インタープレイ㈱ 東京都 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

ト 東京セフティ㈱ 高松市 35 警備保障   

ト 東芝インフラシステムズ㈱　四国支社 高松市 12 電気通信機械器具 13 建設産業機械器具 41 その他

ト 東芝エレベータ㈱　四国支店 高松市 41 その他   

ト ㈱東洋技研 高知県 37 調査・研究・検査   

ト ㈱東洋電化テクノリサーチ 高知県 37 調査・研究・検査   

ト ㈱桃陵工業 多度津町 29 建築・建設資材   

ト 東和環境科学㈱　四国営業所 高松市 32 建築物環境維持管理 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査

ト トーコーサービス　香川営業所 高松市 13 建設産業機械器具 14 農業機械器具 41 その他

ト ㈱トータスサービス 丸亀市 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理  

ト ㈱トキワ工芸社 坂出市 17 室内装飾看板 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 41 その他

ト ㈱徳島データサービス 徳島県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 36 人材派遣  

ト ㈱トクスイ 徳島県 37 調査・研究・検査   

ト ㈱トサトーヨー 高知県 8 薬品 41 その他  

ト ㈱図書館流通センター 東京都 20 書籍 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

ト トッパン・フォームズ㈱　関西事業部　中四国営業本部　高松営業所 高松市 1 文具事務機器 3 一般印刷 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷

ナ ナイカイサービス㈱　コンピュータシステム部 岡山県 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

ナ 長尾環境設備㈱ 坂出市 32 建築物環境維持管理   

ナ ㈱中西製作所　高松営業所 高松市 23 厨房用機器   

ナ 長野ポンプ㈱　大阪営業所 大阪府 10 車両 25 消防防災機器  

ナ ㈱中村両栄舎印刷所　香川工場 三豊市 2 用紙 3 一般印刷 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷

ナ ㈱ナガワ　高松営業所 高松市 31 賃貸・リース 41 その他  

ナ ㈲ナニワ建装工業 丸亀市 13 建設産業機械器具 32 建築物環境維持管理  

ナ 南部開発㈱ 高松市 8 薬品 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬

ニ ㈱西日本環境 兵庫県 41 その他   

ニ ㈱西日本水道センター　四国支店 高松市 37 調査・研究・検査   

ニ 西日本電信電話㈱　香川支店 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 41 その他

ニ 西日本ビル管理㈱ 高松市 12 電気通信機械器具 32 建築物環境維持管理 35 警備保障

ニ 西日本放送サービス㈱ 高松市 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ニ ㈱西本商店 宇多津町 19 燃料 23 厨房用機器 24 冷暖房衛生設備機器

ニ ㈱二大緑化産業 丸亀市 8 薬品 41 その他  

ニ ㈱ニチイ学館 東京都 7 医療機械器具 36 人材派遣 41 その他

ニ 日電工業㈱ 高松市 1 文具事務機器 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具

ニ ㈱日建技術コンサルタント　四国支社 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査  

ニ 日進設備工業㈱ 高知県 37 調査・研究・検査   

ニ 日成ビルド工業㈱　高松営業所 高松市 31 賃貸・リース   

ニ 日通商事㈱　高松営業センター 高松市 31 賃貸・リース 41 その他  

ニ 日本カルミック㈱ 東京都 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理 41 その他

ニ 日本通運㈱　四国支店 高松市 40 廃棄物収集・運搬 41 その他  

ニ 日本電気㈱　四国支社 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

ニ ㈱日本インシーク　高松営業所 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

ニ (一社)日本家族計画協会 東京都 41 その他   

ニ ㈱日本環境リサーチ 高松市 37 調査・研究・検査   

ニ ㈱日本管財環境サービス　松山営業所 愛媛県 8 薬品 27 水道用資材類 41 その他

ニ 日本機械工業㈱　大阪営業所 大阪府 10 車両   

ニ 日本教育情報機器㈱ 東京都 1 文具事務機器 30 リサイクル物品・古物商 31 賃貸・リース

ニ 日本調理機㈱　高松営業所 高松市 23 厨房用機器   

ニ ㈱日本漏防コンサルタント 徳島県 37 調査・研究・検査   

ネ ㈱ネクサス 高松市 17 室内装飾看板 31 賃貸・リース 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ネ Ｎｅｘｔ－ｉ㈱　岡山支店 岡山県 37 調査・研究・検査   

ハ パーソルテンプスタッフ㈱　中四国営業部 岡山県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 36 人材派遣 41 その他

ハ バイザー㈱ 愛知県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

ハ ㈱バイタルリード　四国営業所 愛媛県 10 車両 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

ハ ハウス美装工業㈱ 高松市 26 清掃器具・塗料・船具 32 建築物環境維持管理 41 その他

ハ ㈲ハシノ工業 兵庫県 41 その他   

ハ パシフィックコンサルタンツ㈱　四国支社 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

ハ ㈱パスコ　香川支店 高松市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査
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ハ 税理士法人　長谷川会計 広島県 41 その他   

ハ ㈱パソナ　パソナ・高松 高松市 36 人材派遣 41 その他  

ハ パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱　四国社　四国営業所 高松市 11 視聴覚機器 12 電気通信機械器具 41 その他

ハ ㈱パブリック 観音寺市 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬  

ハ ㈱阪神マテリアル 大阪府 41 その他   

ヒ ㈱ピクト 高松市 3 一般印刷 17 室内装飾看板 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ヒ ㈱美巧社 高松市 3 一般印刷   

ヒ ビジュアル・サービス㈱ 高松市 3 一般印刷 17 室内装飾看板 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ヒ 日立キャピタル㈱ 東京都 31 賃貸・リース   

ヒ ㈱日立システムズ　岡山支店 岡山県 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

ヒ ㈱日立ビルシステム　四国支社 高松市 41 その他   

ヒ (一財)百十四経済研究所 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査 41 その他

ヒ 平林金属㈱ 岡山県 30 リサイクル物品・古物商 39 廃棄物処理  

フ ㈱福島商会 高松市 10 車両 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理

フ ㈱フクダ自動車 宇多津町 10 車両 41 その他  

フ ㈱福山コンサルタント　四国事務所 高松市 9 計測理化学機械器具 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

フ ㈱富士クリーン 綾川町 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬  

フ ㈱富士建設工業 綾川町 30 リサイクル物品・古物商 40 廃棄物収集・運搬 41 その他

フ 冨士サービス㈱ 宇多津町 32 建築物環境維持管理   

フ 富士産業㈱　高知支店 高知県 31 賃貸・リース   

フ 富士ゼロックスシステムサービス㈱　公共事業本部関西支店 大阪府 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他

フ フジ地中情報㈱　四国営業所 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

フ ㈱富士通四国インフォテック 高松市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

フ ㈱富士通ゼネラル　四国支店 高松市 12 電気通信機械器具   

フ 富士通リース㈱　四国支店 高松市 31 賃貸・リース   

フ ㈱フジテックボーサイ 三豊市 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理  

フ ㈱フジマック　高松営業所 高松市 23 厨房用機器   

フ ㈱フソウ　四国本店 高松市 25 消防防災機器 27 水道用資材類 29 建築・建設資材

フ 扶桑興産㈱ 宇多津町 32 建築物環境維持管理   

フ 扶桑電通㈱　四国支店 高松市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 31 賃貸・リース

フ ㈱フソウメンテック 高松市 8 薬品 27 水道用資材類 41 その他

フ 船山㈱　東京本店 東京都 25 消防防災機器   

フ ㈱プラス・エー 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ   

フ プリントネットワーク㈱　丸亀支店 丸亀市 1 文具事務機器 11 視聴覚機器 31 賃貸・リース

フ ㈱フレイン 高松市 32 建築物環境維持管理 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬

フ ㈱ブレインズ 高松市 36 人材派遣 41 その他  

ヘ ㈱平成商事 高松市 8 薬品   

ヘ ㈱ベネッセコーポレーション　小中学校事業部 東京都 37 調査・研究・検査 41 その他  

ホ ㈱豊栄 坂出市 41 その他   

ホ ㈱ボーダーリンク 埼玉県 36 人材派遣 41 その他  

ホ ホシザキ四国㈱　中讃営業所 丸亀市 23 厨房用機器 24 冷暖房衛生設備機器 41 その他

マ ㈱マオカ設計 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

マ 増田薬品㈱ 高松市 7 医療機械器具 8 薬品 9 計測理化学機械器具

マ ㈱松村電機製作所　関西支店 大阪府 11 視聴覚機器 41 その他  

マ ㈱松本コンサルタント　丸亀支店 丸亀市 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

マ ㈱松本光春商店 高松市 30 リサイクル物品・古物商 40 廃棄物収集・運搬  

マ 真鍋商事㈱ 丸亀市 1 文具事務機器 12 電気通信機械器具 23 厨房用機器

マ ㈱丸井工務店 丸亀市 10 車両 25 消防防災機器 32 建築物環境維持管理

マ 丸高工業㈱ 高松市 32 建築物環境維持管理   

マ ㈱マルビシスポーツ 丸亀市 6 表彰品・記念品 21 運動用具  

マ 丸茂電機㈱　大阪営業所 大阪府 12 電気通信機械器具   

ミ 三重中央開発㈱ 三重県 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬 41 その他

ミ ミザック㈱ 大阪府 41 その他   

ミ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府 41 その他   

ミ みずほ東芝リース㈱ 東京都 31 賃貸・リース   

ミ 三谷コンピュータ㈱ 福井県 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

ミ 三菱電機ビルテクノサービス㈱　四国支社 高松市 12 電気通信機械器具 24 冷暖房衛生設備機器 41 その他
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ミ （一財）三豊河川水質環境研究所 三豊市 37 調査・研究・検査   

ミ ミドリ安全丸亀㈱ 丸亀市 7 医療機械器具 15 衣料品・日用雑貨 25 消防防災機器

ミ 宮武ガーデン㈲ 丸亀市 8 薬品 31 賃貸・リース 41 その他

ミ ㈱ミヤプロ 高松市 3 一般印刷 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

ミ ㈱宮脇書店 高松市 20 書籍 41 その他  

ミ ㈱三好エレベータ 高松市 41 その他   

ミ ㈲ミヨシヤ楽器店 丸亀市 20 書籍 22 楽器  

ム ㈱ムサシ　高松営業所 高松市 1 文具事務機器 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発  

ム ㈱ムラカミ 高松市 37 調査・研究・検査 40 廃棄物収集・運搬  

メ ㈱名豊 愛知県 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査 41 その他

メ ㈱メフォス 東京都 41 その他   

モ ㈱モリタ　関西支店 兵庫県 10 車両 25 消防防災機器  

モ 森平舞台機構㈱ 東京都 32 建築物環境維持管理 41 その他  

ヤ ㈱大和速記情報センター　関西営業所 大阪府 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 41 その他  

ヤ ヤマハサウンドシステム㈱　大阪営業所 大阪府 12 電気通信機械器具 41 その他  

ヤ ㈱ヤマモト　関西支店 兵庫県 41 その他   

ヤ ㈱山本技研 さぬき市 10 車両 13 建設産業機械器具 25 消防防災機器

ヤ ヤンマーエネルギーシステム㈱　高松支店 高松市 13 建設産業機械器具 24 冷暖房衛生設備機器 41 その他

ヨ ㈱四航コンサルタント 高松市 4 地図・ﾌｫｰﾑ印刷 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 37 調査・研究・検査

ヨ 四電エナジーサービス㈱ 高松市 12 電気通信機械器具 24 冷暖房衛生設備機器 32 建築物環境維持管理

ヨ ㈱四電工　中讃西営業所 丸亀市 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理

ヨ 四電ビジネス㈱ 高松市 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発   

ラ ㈱ライズファクトリー 東京都 3 一般印刷 20 書籍 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ラ ㈱ライフイン 兵庫県 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

ラ ランドブレイン㈱　高松事務所 高松市 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査  

リ リージョナルデザイン㈱ 愛媛県 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査 41 その他

リ ㈱リィツメディカル　高松営業所 高松市 7 医療機械器具   

リ リエスパワーネクスト㈱ 東京都 41 その他   

リ ㈱リクルート 東京都 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ 37 調査・研究・検査 41 その他

リ リコージャパン㈱販売事業本部　香川支社　香川営業部 高松市 1 文具事務機器 2 用紙 12 電気通信機械器具

リ リコーリース㈱　四国支店 高松市 31 賃貸・リース   

リ 理水化学㈱　広島支店 広島県 24 冷暖房衛生設備機器 31 賃貸・リース 32 建築物環境維持管理

リ ㈱リソーシズ 高松市 30 リサイクル物品・古物商 39 廃棄物処理 40 廃棄物収集・運搬

リ ㈲菱栄工業 丸亀市 23 厨房用機器 31 賃貸・リース 41 その他

リ ㈱両備システムズ 岡山県 1 文具事務機器 31 賃貸・リース 34 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

レ ㈱レンタルのニッケン　丸亀営業所 丸亀市 13 建設産業機械器具 31 賃貸・リース 33 企画・広告・ｲﾍﾞﾝﾄ

ロ ローレルバンクマシン㈱　中四国支店 高松市 1 文具事務機器 11 視聴覚機器  

ワ ㈱ワークサービス 高松市 36 人材派遣 40 廃棄物収集・運搬 41 その他

ワ ㈱若松屋 丸亀市 6 表彰品・記念品 15 衣料品・日用雑貨 21 運動用具
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