
令和3・4年度　競争入札参加資格者名簿 （R3.9.1現在）

商号又は名称 役職名 代表者名 住所 委任先 業種 備考 区分

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 その他
埋蔵文化財発掘調査・支援、出土品の整理、実測・デジタルトレース、自然
化学分析、遺構・遺跡の空中写真撮影

県外

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 写真類
埋蔵文化財発掘調査・支援、出土品の整理、実測・デジタルトレース、自然
化学分析、遺構・遺跡の空中写真撮影

県外

アーク引越センター北陸（株） 代表取締役 西野　裕一 石川県金沢市高畠3-237 その他 引越業務 県内

（株）アース・コーポレーション 代表取締役 野﨑　裕功 富山県富山市中老田711 金沢支店 不用品 産業廃棄物処理業　産業廃棄物収集運搬業　一般廃棄物処理 県外

（株）アイザック 代表取締役社長 石﨑　大善 富山県魚津市大字大海寺野村1181 滑川工場 消防用品類 ダンボールベッド、ダンボールパーテーション、防災用品、災害備蓄用品 県外

（株）アイシーシー・サービスセンター 代表取締役 野村　靖之 石川県白山市向島町1100 コンピュータ関連業務類
ＯＡ機器の修理・保守・販売、ネットワーク工事の設計・施工・保守、その他
ＯＡ機器関連の消耗品販売

県内

（株）ＩＣＣデータプラス 代表取締役社長 寺西　昌治 石川県金沢市無量寺2-46 コンピュータ関連業務類
各種データ入力及びイメージデータ入力業務、コンピュータ関連データ作成
業務

県内

愛知時計電機（株） 取締役社長 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 金沢営業所 測量機器類
水道メーター、電磁流量計、超音波流量計、水位計等各種計測・計装機器
類　上下水道向け異常通報装置・中央監視装置、高齢者向け緊急通報装
置等各種システム機器

県外

愛知時計電機（株） 取締役社長 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 金沢営業所 電気器具類
水道メーター、電磁流量計、超音波流量計、水位計等各種計測・計装機器
類　上下水道向け異常通報装置・中央監視装置、高齢者向け緊急通報装
置等各種システム機器

県外

アイリスオーヤマ（株） 代表取締役 大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 電気器具類 電化製品・LED照明・電光掲示板 県外

アイリスオーヤマ（株） 代表取締役 大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 事務器具類 電化製品・LED照明・電光掲示板 県外

アイリスオーヤマ（株） 代表取締役 大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 薬品類 電化製品・LED照明・電光掲示板 県外

アイリスオーヤマ（株） 代表取締役 大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 種苗・水槽・動物 電化製品・LED照明・電光掲示板 県外

アイリスオーヤマ（株） 代表取締役 大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 消防用品類 電化製品・LED照明・電光掲示板 県外

葵工業（株） 代表取締役 鎌田　雅之 宮城県仙台市宮城野区大梶10-15 看板・標識・保安用品類 原動機付自転車番号標、住居表示板類各種表示板・銘板・プレート類 県外

（有）アオバ電機 代表取締役 奥野　裕子 輪島市杉平町鬼田75-10 電気器具類
各種回転警告灯、業務用空調機、業務用冷凍冷蔵庫、LEDランプ類、電動
工具、各種LED器具、ジェットタオル、温水洗浄便座各種、ナトリウムランプ
類、石油暖房器具類、蛍光ランプ各種、電気・テレビ配線工事

市内

（有）アオバ電機 代表取締役 奥野　裕子 輪島市杉平町鬼田75-10 事務器具類
各種回転警告灯、業務用空調機、業務用冷凍冷蔵庫、LEDランプ類、電動
工具、各種LED器具、ジェットタオル、温水洗浄便座各種、ナトリウムランプ
類、石油暖房器具類、蛍光ランプ各種、電気・テレビ配線工事

市内

（有）アオバ電機 代表取締役 奥野　裕子 輪島市杉平町鬼田75-10 燃料類
各種回転警告灯、業務用空調機、業務用冷凍冷蔵庫、LEDランプ類、電動
工具、各種LED器具、ジェットタオル、温水洗浄便座各種、ナトリウムランプ
類、石油暖房器具類、蛍光ランプ各種、電気・テレビ配線工事

市内

（有）アクアシステム 代表取締役 桑山　健一 石川県河北郡内灘町向粟崎2-522 機械器具類
濾過器、軟水装置、浄水用機器類、滅菌薬注装置、工業用品等の販売、
取付、修繕等。防疫消毒薬品、活性炭、ポリ塩化アルミニウム溶液等、主に
水処理薬品の販売。

県内

（有）アクアシステム 代表取締役 桑山　健一 石川県河北郡内灘町向粟崎2-522 薬品類
濾過器、軟水装置、浄水用機器類、滅菌薬注装置、工業用品等の販売、
取付、修繕等。防疫消毒薬品、活性炭、ポリ塩化アルミニウム溶液等、主に
水処理薬品の販売。

県内

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 コンピュータ関連業務類

電算情報処理、地図印刷、航空写真、マイクロ写真、調査業務、OA機器販
売、調査・計測機器販売、リース・レンタル、ヘリコプター使用事業（運搬・整
備・部品販売）ほか

県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 印刷（一般）類
電算情報処理、地図印刷、航空写真、マイクロ写真、調査業務、OA機器販
売、調査・計測機器販売、リース・レンタル、ヘリコプター使用事業（運搬・整
備・部品販売）ほか

県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 写真類
電算情報処理、地図印刷、航空写真、マイクロ写真、調査業務、OA機器販
売、調査・計測機器販売、リース・レンタル、ヘリコプター使用事業（運搬・整
備・部品販売）ほか

県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 リース・レンタル業類

電算情報処理、地図印刷、航空写真、マイクロ写真、調査業務、OA機器販
売、調査・計測機器販売、リース・レンタル、ヘリコプター使用事業（運搬・整
備・部品販売）ほか

県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 その他
電算情報処理、地図印刷、航空写真、マイクロ写真、調査業務、OA機器販
売、調査・計測機器販売、リース・レンタル、ヘリコプター使用事業（運搬・整
備・部品販売）ほか

県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗
東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル

北陸支店 コンピュータ関連業務類

航空写真の撮影、販売及びその利用方法や解析について等、総合的なコ
ンサルティングを行っている。ＧＩＳシステムではＡｒｃＧＩＳ製品等を取扱い、
自社で操作性、汎用性に優れたＧＩＳの開発販売リースを行っている。

県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗
東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル

北陸支店 写真類
航空写真の撮影、販売及びその利用方法や解析について等、総合的なコ
ンサルティングを行っている。ＧＩＳシステムではＡｒｃＧＩＳ製品等を取扱い、
自社で操作性、汎用性に優れたＧＩＳの開発販売リースを行っている。

県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗
東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル

北陸支店 リース・レンタル業類

航空写真の撮影、販売及びその利用方法や解析について等、総合的なコ
ンサルティングを行っている。ＧＩＳシステムではＡｒｃＧＩＳ製品等を取扱い、
自社で操作性、汎用性に優れたＧＩＳの開発販売リースを行っている。

県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗
東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル

北陸支店 印刷（一般）類
航空写真の撮影、販売及びその利用方法や解析について等、総合的なコ
ンサルティングを行っている。ＧＩＳシステムではＡｒｃＧＩＳ製品等を取扱い、
自社で操作性、汎用性に優れたＧＩＳの開発販売リースを行っている。

県外

アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 その他

保健福祉に係る調査（介護予防対象者把握調査、ニーズ調査）、保健福祉
に係る計画（高齢者保健福祉計画、子育て支援計画策定）、特定健診未受
診者受診勧奨（保健指導事業）、保健業務支援システム事務（データ入力、
保守）

県外

アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 コンピュータ関連業務類

保健福祉に係る調査（介護予防対象者把握調査、ニーズ調査）、保健福祉
に係る計画（高齢者保健福祉計画、子育て支援計画策定）、特定健診未受
診者受診勧奨（保健指導事業）、保健業務支援システム事務（データ入力、
保守）

県外

アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 印刷（一般）類

保健福祉に係る調査（介護予防対象者把握調査、ニーズ調査）、保健福祉
に係る計画（高齢者保健福祉計画、子育て支援計画策定）、特定健診未受
診者受診勧奨（保健指導事業）、保健業務支援システム事務（データ入力、
保守）

県外

アシスト（株） 代表取締役 西村　竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 印刷（軽印刷）類

保健福祉に係る調査（介護予防対象者把握調査、ニーズ調査）、保健福祉
に係る計画（高齢者保健福祉計画、子育て支援計画策定）、特定健診未受
診者受診勧奨（保健指導事業）、保健業務支援システム事務（データ入力、
保守）

県外

アズビル金門（株） 代表取締役社長 上西　正泰 東京都豊島区北大塚1-14-3 北陸営業所 測量機器類 水道メーター、その他関連機器 県外

アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 金沢支店 電気器具類
駐車場機器消耗品、駐車場管理システム、タイムレコーダー、タイムスタン
プ、消耗品、勤怠管理システム、入退室管理システム、ネットワーク機器、
集塵機、清掃機

県外

アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 金沢支店 機械器具類
駐車場機器消耗品、駐車場管理システム、タイムレコーダー、タイムスタン
プ、消耗品、勤怠管理システム、入退室管理システム、ネットワーク機器、
集塵機、清掃機

県外
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アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 金沢支店 事務器具類
駐車場機器消耗品、駐車場管理システム、タイムレコーダー、タイムスタン
プ、消耗品、勤怠管理システム、入退室管理システム、ネットワーク機器、
集塵機、清掃機

県外

アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 金沢支店 文具類
駐車場機器消耗品、駐車場管理システム、タイムレコーダー、タイムスタン
プ、消耗品、勤怠管理システム、入退室管理システム、ネットワーク機器、
集塵機、清掃機

県外

アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 金沢支店 コンピュータ関連業務類

駐車場機器消耗品、駐車場管理システム、タイムレコーダー、タイムスタン
プ、消耗品、勤怠管理システム、入退室管理システム、ネットワーク機器、
集塵機、清掃機

県外

（株）アメニテイ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 薬品類
活性炭、次亜塩素ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、ソウダ灰、メタリン酸
ナトリウム、アルミ製環境適応型公営選挙用ポスター掲示板、産業廃棄物
収集運搬

県内

（株）アメニテイ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 看板・標識・保安用品類

活性炭、次亜塩素ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、ソウダ灰、メタリン酸
ナトリウム、アルミ製環境適応型公営選挙用ポスター掲示板、産業廃棄物
収集運搬

県内

（株）アメニテイ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 不用品
活性炭、次亜塩素ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、ソウダ灰、メタリン酸
ナトリウム、アルミ製環境適応型公営選挙用ポスター掲示板、産業廃棄物
収集運搬

県内

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 代表取締役 尻無濱　秀治 東京都大田区山王1-3-5 その他
緊急通報サービス、電話健康相談、コールセンター業務、特定保健指導、
緊急通報端末装置

県外

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 代表取締役 尻無濱　秀治 東京都大田区山王1-3-5 電気器具類
緊急通報サービス、電話健康相談、コールセンター業務、特定保健指導、
緊急通報端末装置

県外

（株）アルプ 代表取締役 古賀　美純 石川県金沢市近岡町309 その他 臨床検査・食品検査・衛生検査 県内

（株）安全性研究センター 代表取締役 金森　洋平 富山県富山市興入町2-62 その他 環境調査・分析、水質、大気、騒音、飲料水等 県外

ａｎｄ（株） 代表取締役 熊本　直樹 岐阜県高山市上岡本町5-579 北陸支店 電気器具類
無線機器・通信機器・ＣＡＴＶ関連機器等の販売、映像製作、公告の企画、
デザイン

県外

ａｎｄ（株） 代表取締役 熊本　直樹 岐阜県高山市上岡本町5-579 北陸支店 その他
無線機器・通信機器・ＣＡＴＶ関連機器等の販売、映像製作、公告の企画、
デザイン

県外

（株）Ｅ.Ｓ　ＣＯＮＳＡＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 代表取締役 元山　一
広島県広島市中区大手町3-2-19
パーソンライフビル２F

その他
会計コンサルティング業務、財務書類作成支援業務、公営企業法適用化
支援業務、公共施設等総合管理計画作成支援、個別施設計画作成支援
業務

県外

（株）イヴ 代表取締役 池端　速雄 輪島市二勢町26 被服類
ドコモショップの運営ユニフォーム日用品等取扱っています。制服は市推進
隊・輪島消防夏活動服、漁協等にはマリン用合羽を納品、市内小中制服及
び輪島高校制服を納品、市内業者数社にコピー紙トイレット紙等納品。

市内

（株）イヴ 代表取締役 池端　速雄 輪島市二勢町26 紙類
ドコモショップの運営ユニフォーム日用品等取扱っています。制服は市推進
隊・輪島消防夏活動服、漁協等にはマリン用合羽を納品、市内小中制服及
び輪島高校制服を納品、市内業者数社にコピー紙トイレット紙等納品。

市内

（株）イヴ 代表取締役 池端　速雄 輪島市二勢町26 消防用品類
ドコモショップの運営ユニフォーム日用品等取扱っています。制服は市推進
隊・輪島消防夏活動服、漁協等にはマリン用合羽を納品、市内小中制服及
び輪島高校制服を納品、市内業者数社にコピー紙トイレット紙等納品。

市内

（株）イヴ 代表取締役 池端　速雄 輪島市二勢町26 電気器具類
ドコモショップの運営ユニフォーム日用品等取扱っています。制服は市推進
隊・輪島消防夏活動服、漁協等にはマリン用合羽を納品、市内小中制服及
び輪島高校制服を納品、市内業者数社にコピー紙トイレット紙等納品。

市内

井川造園（株） 代表取締役 井川　友一郎 石川県鳳珠郡穴水町大町いの21 その他 造園管理 県内

石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 東京都千代田区丸の内1-6-5 北陸支店 薬品類 高分子凝集剤（イシフロック）、水処理機器及び部品、ろ過布の販売 県外

石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 東京都千代田区丸の内1-6-5 北陸支店 その他 高分子凝集剤（イシフロック）、水処理機器及び部品、ろ過布の販売 県外

石川印刷（株） 代表取締役 佐味　貫義 石川県七尾市本府中町ヲ-8-2 印刷（一般）類
パンフ、ポスター、伝票、オフセット印刷、ドローン空撮、カード印刷、フォー
ム印刷、記念品、サインディスプレー、ホームページ作成、企画・撮影、記念
誌、ＰＯＤ印刷、徽章、シルク印刷、ＡＲスマホアプリ

県内

石川印刷（株） 代表取締役 佐味　貫義 石川県七尾市本府中町ヲ-8-2 印刷（軽印刷）類
パンフ、ポスター、伝票、オフセット印刷、ドローン空撮、カード印刷、フォー
ム印刷、記念品、サインディスプレー、ホームページ作成、企画・撮影、記念
誌、ＰＯＤ印刷、徽章、シルク印刷、ＡＲスマホアプリ

県内

石川印刷（株） 代表取締役 佐味　貫義 石川県七尾市本府中町ヲ-8-2 写真類
パンフ、ポスター、伝票、オフセット印刷、ドローン空撮、カード印刷、フォー
ム印刷、記念品、サインディスプレー、ホームページ作成、企画・撮影、記念
誌、ＰＯＤ印刷、徽章、シルク印刷、ＡＲスマホアプリ

県内

石川印刷（株） 代表取締役 佐味　貫義 石川県七尾市本府中町ヲ-8-2 看板・標識・保安用品類

パンフ、ポスター、伝票、オフセット印刷、ドローン空撮、カード印刷、フォー
ム印刷、記念品、サインディスプレー、ホームページ作成、企画・撮影、記念
誌、ＰＯＤ印刷、徽章、シルク印刷、ＡＲスマホアプリ

県内

石川印刷（株） 代表取締役 佐味　貫義 石川県七尾市本府中町ヲ-8-2 企画展示広告・映画・室内デザイン類

パンフ、ポスター、伝票、オフセット印刷、ドローン空撮、カード印刷、フォー
ム印刷、記念品、サインディスプレー、ホームページ作成、企画・撮影、記念
誌、ＰＯＤ印刷、徽章、シルク印刷、ＡＲスマホアプリ

県内

石川県森林組合連合会 代表理事会長 門村　和永 石川県金沢市東蚊爪町1-23-1 その他
森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業、森林調査事業、
作業服、チェーンソーパンツ、手袋、雨具、スパイクブーツ、林業用機械、資
材、林業用苗木、薬材、肥料、林業用機械

県内

石川県森林組合連合会 代表理事会長 門村　和永 石川県金沢市東蚊爪町1-23-1 機械器具類
森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業、森林調査事業、
作業服、チェーンソーパンツ、手袋、雨具、スパイクブーツ、林業用機械、資
材、林業用苗木、薬材、肥料、林業用機械

県内

石川県森林組合連合会 代表理事会長 門村　和永 石川県金沢市東蚊爪町1-23-1 被服類
森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業、森林調査事業、
作業服、チェーンソーパンツ、手袋、雨具、スパイクブーツ、林業用機械、資
材、林業用苗木、薬材、肥料、林業用機械

県内

石川県森林組合連合会 代表理事会長 門村　和永 石川県金沢市東蚊爪町1-23-1 種苗・水槽・動物
森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業、森林調査事業、
作業服、チェーンソーパンツ、手袋、雨具、スパイクブーツ、林業用機械、資
材、林業用苗木、薬材、肥料、林業用機械

県内

石川県森林組合連合会 代表理事会長 門村　和永 石川県金沢市東蚊爪町1-23-1 農薬・肥料・飼料類
森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業、森林調査事業、
作業服、チェーンソーパンツ、手袋、雨具、スパイクブーツ、林業用機械、資
材、林業用苗木、薬材、肥料、林業用機械

県内

石川県電器商業組合輪島支部 支部長 奥野　忠夫 輪島市杉平町鬼田75-10 電気器具類
家電製品、電気配線、ＣＡＴＶ宅内工事、各種ＬＥＤ照明器具、空調機器、石
油暖房機器等

市内

石川県電器商業組合輪島支部 支部長 奥野　忠夫 輪島市杉平町鬼田75-10 事務器具類
家電製品、電気配線、ＣＡＴＶ宅内工事、各種ＬＥＤ照明器具、空調機器、石
油暖房機器等

市内

石川県電器商業組合輪島支部 支部長 奥野　忠夫 輪島市杉平町鬼田75-10 燃料類
家電製品、電気配線、ＣＡＴＶ宅内工事、各種ＬＥＤ照明器具、空調機器、石
油暖房機器等

市内

（公社）石川県薬剤師会 会長 中森　慶滋 石川県金沢市広岡町イ25-10 その他 環境計量証明事業、建築物飲料水水質検査業 県内

（一財）石川県予防医学協会 理事長 松崎　充意 石川県金沢市神野町東115 その他
簡易専用水道検査、ばい煙・悪臭等の環境計量証明、作業環境測定、空
気環境測定、食品微生物・理化学検査、食品衛生コンサルティング、健康
診断、保健指導、ストレスチェック、腸内細菌・ノロウイルス検便、臨床検査

県内

（株）石川金剛 代表取締役 米田　憲司 石川県金沢市千木1-7 理科医療機器類
分析機、工業用計器、気象機器、実験器具全般、ガス検知器、計量器、X
線発生装置、放射線測定器、高圧ガス、高圧洗浄器、警報器、汎用科学機
器、純水製造装置、機器類メンテナンス、環境試料サンプリング

県内
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（株）石川金剛 代表取締役 米田　憲司 石川県金沢市千木1-7 薬品類
分析機、工業用計器、気象機器、実験器具全般、ガス検知器、計量器、X
線発生装置、放射線測定器、高圧ガス、高圧洗浄器、警報器、汎用科学機
器、純水製造装置、機器類メンテナンス、環境試料サンプリング

県内

（株）石川金剛 代表取締役 米田　憲司 石川県金沢市千木1-7 測量機器類
分析機、工業用計器、気象機器、実験器具全般、ガス検知器、計量器、X
線発生装置、放射線測定器、高圧ガス、高圧洗浄器、警報器、汎用科学機
器、純水製造装置、機器類メンテナンス、環境試料サンプリング

県内

（株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 コンピュータ関連業務類

パソコン及びコンピュータシステムの販売及びリース・賃貸・ソフトウェアの
開発・ネットワーク構築・データ入力・インターネットコンテンツの作成・コン
ピュータ及び関連機器の販売・各種受託計算業務等。

県内

（株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 印刷（一般）類
パソコン及びコンピュータシステムの販売及びリース・賃貸・ソフトウェアの
開発・ネットワーク構築・データ入力・インターネットコンテンツの作成・コン
ピュータ及び関連機器の販売・各種受託計算業務等。

県内

（株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 事務器具類
パソコン及びコンピュータシステムの販売及びリース・賃貸・ソフトウェアの
開発・ネットワーク構築・データ入力・インターネットコンテンツの作成・コン
ピュータ及び関連機器の販売・各種受託計算業務等。

県内

（株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 電気器具類
パソコン及びコンピュータシステムの販売及びリース・賃貸・ソフトウェアの
開発・ネットワーク構築・データ入力・インターネットコンテンツの作成・コン
ピュータ及び関連機器の販売・各種受託計算業務等。

県内

（株）石川コンピュータ・センター 代表取締役社長 山浦　伯之 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 リース・レンタル業類

パソコン及びコンピュータシステムの販売及びリース・賃貸・ソフトウェアの
開発・ネットワーク構築・データ入力・インターネットコンテンツの作成・コン
ピュータ及び関連機器の販売・各種受託計算業務等。

県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 荒物類
清掃用品・用具一式、洗剤、ワックス、はくり剤、ポリシャー等清掃機器、蛍
光灯等照明器具、電球類一式、水道用薬品、水処理機器、消火器、活性
炭、次亜塩素酸ソーダ―、電化製品、業務用冷蔵庫他厨房機器一式

県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 機械器具類
清掃用品・用具一式、洗剤、ワックス、はくり剤、ポリシャー等清掃機器、蛍
光灯等照明器具、電球類一式、水道用薬品、水処理機器、消火器、活性
炭、次亜塩素酸ソーダ―、電化製品、業務用冷蔵庫他厨房機器一式

県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 電気器具類
清掃用品・用具一式、洗剤、ワックス、はくり剤、ポリシャー等清掃機器、蛍
光灯等照明器具、電球類一式、水道用薬品、水処理機器、消火器、活性
炭、次亜塩素酸ソーダ―、電化製品、業務用冷蔵庫他厨房機器一式

県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 薬品類
清掃用品・用具一式、洗剤、ワックス、はくり剤、ポリシャー等清掃機器、蛍
光灯等照明器具、電球類一式、水道用薬品、水処理機器、消火器、活性
炭、次亜塩素酸ソーダ―、電化製品、業務用冷蔵庫他厨房機器一式

県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 消防用品類
清掃用品・用具一式、洗剤、ワックス、はくり剤、ポリシャー等清掃機器、蛍
光灯等照明器具、電球類一式、水道用薬品、水処理機器、消火器、活性
炭、次亜塩素酸ソーダ―、電化製品、業務用冷蔵庫他厨房機器一式

県内

石川浄水機販売（株） 代表取締役 寺田　健一 石川県金沢市森山2-3-18 薬品類
プール・温浴殺菌消毒剤、飲料水用消毒剤、防藻・除藻剤、プール・スパ用
清澄剤、ろ過機用ろ材

県内

石川テレビ企業 代表取締役社長 上野　実 石川県金沢市観音堂町チ18 企画展示広告・映画・室内デザイン類

映像制作（ビデオパッケージ・テレビ番組・ＣＭなど）　印刷（パンフレット・ポ
スター・各種印刷物など）　イベント企画運営（講演会・セミナー・催し物な
ど）

県内

石川テレビ企業 代表取締役社長 上野　実 石川県金沢市観音堂町チ18 印刷（一般）類
映像制作（ビデオパッケージ・テレビ番組・ＣＭなど）　印刷（パンフレット・ポ
スター・各種印刷物など）　イベント企画運営（講演会・セミナー・催し物な
ど）

県内

石川テレビ企業 代表取締役社長 上野　実 石川県金沢市観音堂町チ18 印刷（軽印刷）類
映像制作（ビデオパッケージ・テレビ番組・ＣＭなど）　印刷（パンフレット・ポ
スター・各種印刷物など）　イベント企画運営（講演会・セミナー・催し物な
ど）

県内

石川トヨタ自動車（株） 代表取締役社長 架谷　洋司 石川県金沢市御影町3-1 車両類
乗用車（福祉車両含）、トラック、バス、消防車、救急車、給水車、タンクロー
リー他、機械器具類・車両類の部品、タイヤ、バッテリー他

県内

石川トヨタ自動車（株） 代表取締役社長 架谷　洋司 石川県金沢市御影町3-1 消防用品類
乗用車（福祉車両含）、トラック、バス、消防車、救急車、給水車、タンクロー
リー他、機械器具類・車両類の部品、タイヤ、バッテリー他

県内

石川トヨタ自動車（株） 代表取締役社長 架谷　洋司 石川県金沢市御影町3-1 リース・レンタル業類
乗用車（福祉車両含）、トラック、バス、消防車、救急車、給水車、タンクロー
リー他、機械器具類・車両類の部品、タイヤ、バッテリー他

県内

石川日野自動車（株） 取締役社長 小林　洋 石川県金沢市南森本町へ75-1 七尾営業所 車両類
日野自動車（株）製、各種トラック・バス・特殊車輌・内燃機関の販売並びに
部品付属品の販売及び整備加工。

県内

石川日野自動車（株） 取締役社長 小林　洋 石川県金沢市南森本町へ75-1 七尾営業所 機械器具類
日野自動車（株）製、各種トラック・バス・特殊車輌・内燃機関の販売並びに
部品付属品の販売及び整備加工。

県内

石丸工業（株） 代表取締役 戸田　良子 石川県金沢市金石東1-4-3 七尾営業所 看板・標識・保安用品類
当社販売事業部では、土木資材、建築資材、それらの保安用品また、防災
用具から作業着消防資材に至りいのしし捕獲檻をも販売しております。

県内

石丸工業（株） 代表取締役 戸田　良子 石川県金沢市金石東1-4-3 七尾営業所 機械器具類
当社販売事業部では、土木資材、建築資材、それらの保安用品また、防災
用具から作業着消防資材に至りいのしし捕獲檻をも販売しております。

県内

石丸工業（株） 代表取締役 戸田　良子 石川県金沢市金石東1-4-3 七尾営業所 原材料類
当社販売事業部では、土木資材、建築資材、それらの保安用品また、防災
用具から作業着消防資材に至りいのしし捕獲檻をも販売しております。

県内

石丸工業（株） 代表取締役 戸田　良子 石川県金沢市金石東1-4-3 七尾営業所 被服類
当社販売事業部では、土木資材、建築資材、それらの保安用品また、防災
用具から作業着消防資材に至りいのしし捕獲檻をも販売しております。

県内

石丸工業（株） 代表取締役 戸田　良子 石川県金沢市金石東1-4-3 七尾営業所 消防用品類
当社販売事業部では、土木資材、建築資材、それらの保安用品また、防災
用具から作業着消防資材に至りいのしし捕獲檻をも販売しております。

県内

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 その他
埋蔵文化財発掘調査から遺物整理、報告書作成まで、実測及びデジタルト
レース業務、発掘調査にかかわる資機材。

県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 写真類
埋蔵文化財発掘調査から遺物整理、報告書作成まで、実測及びデジタルト
レース業務、発掘調査にかかわる資機材。

県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 リース・レンタル業類
埋蔵文化財発掘調査から遺物整理、報告書作成まで、実測及びデジタルト
レース業務、発掘調査にかかわる資機材。

県外

いろは 細谷　英之 輪島市河井町5-264 家具類
スチール家具・木製家具・事務機器・測量器・カラーコピー・ブラインド・カー
テン・カーペット・クロス・文具・コピー用紙・スポーツ用品

市内

いろは 細谷　英之 輪島市河井町5-264 事務器具類
スチール家具・木製家具・事務機器・測量器・カラーコピー・ブラインド・カー
テン・カーペット・クロス・文具・コピー用紙・スポーツ用品

市内

いろは 細谷　英之 輪島市河井町5-264 文具類
スチール家具・木製家具・事務機器・測量器・カラーコピー・ブラインド・カー
テン・カーペット・クロス・文具・コピー用紙・スポーツ用品

市内

いろは 細谷　英之 輪島市河井町5-264 百貨店
スチール家具・木製家具・事務機器・測量器・カラーコピー・ブラインド・カー
テン・カーペット・クロス・文具・コピー用紙・スポーツ用品

市内

いろは 細谷　英之 輪島市河井町5-264 運動具類
スチール家具・木製家具・事務機器・測量器・カラーコピー・ブラインド・カー
テン・カーペット・クロス・文具・コピー用紙・スポーツ用品

市内

イワイ（株） 代表取締役 岩井　広政 石川県金沢市大友2-83 事務器具類
複合機、プリンター、パソコン、窓口受付機、シュレッダー、スチール家具、
アスクル

県内

イワイ（株） 代表取締役 岩井　広政 石川県金沢市大友2-83 家具類
複合機、プリンター、パソコン、窓口受付機、シュレッダー、スチール家具、
アスクル

県内
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イワイ（株） 代表取締役 岩井　広政 石川県金沢市大友2-83 リース・レンタル業類
複合機、プリンター、パソコン、窓口受付機、シュレッダー、スチール家具、
アスクル

県内

イワイ（株） 代表取締役 岩井　広政 石川県金沢市大友2-83 文具類
複合機、プリンター、パソコン、窓口受付機、シュレッダー、スチール家具、
アスクル

県内

イワイ（株） 代表取締役 岩井　広政 石川県金沢市大友2-83 電気器具類
複合機、プリンター、パソコン、窓口受付機、シュレッダー、スチール家具、
アスクル

県内

（株）いわさか 代表取締役 岩坂　勉 輪島市河井町5-285 家具類 カーテン・ブラインド類・緞帳、舞台幕及び諸幕等 市内

（株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 東京都千代田区神田小川町3-20 京都事業所 その他
職員向け研修・研修講師派遣、ストレスチェック業務、Leaf利用・人材管理
システム等業務システムのクラウドサービス提供、システム開発、広報・研
修等のビデオ・スライド・ホームページ・冊子等の企画制作

県外

（株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 東京都千代田区神田小川町3-20 京都事業所 コンピュータ関連業務類

職員向け研修・研修講師派遣、ストレスチェック業務、Leaf利用・人材管理
システム等業務システムのクラウドサービス提供、システム開発、広報・研
修等のビデオ・スライド・ホームページ・冊子等の企画制作

県外

（株）インソース 代表取締役 舟橋　孝之 東京都千代田区神田小川町3-20 京都事業所 企画展示広告・映画・室内デザイン類

職員向け研修・研修講師派遣、ストレスチェック業務、Leaf利用・人材管理
システム等業務システムのクラウドサービス提供、システム開発、広報・研
修等のビデオ・スライド・ホームページ・冊子等の企画制作

県外

（株）インタラック関西東海 代表取締役 西　剛太 静岡県浜松市中区伝馬町311-14 その他
外国語指導/支援業務、人材派遣、語学研修・海外研修、ICT支援業務、図
書館業務

県外

（株）インプレス 代表取締役社長 坂本　憲一 石川県金沢市松島2-48-1 その他 貨物運送業、美術品の梱包・運送及び展示・撤収作業全般 県内

ウィルビー（株） 代表取締役 加藤　肇夫 石川県金沢市問屋町3-7 その他
建築物の内装クリーニング、建築物の内装抗菌コート業務、土地建物調
査、スポーツ用品、潜水器材、運動器具、トレーニング機器

県内

ウィルビー（株） 代表取締役 加藤　肇夫 石川県金沢市問屋町3-7 運動具類
建築物の内装クリーニング、建築物の内装抗菌コート業務、土地建物調
査、スポーツ用品、潜水器材、運動器具、トレーニング機器

県内

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 代表取締役 内野　一尋
東京都港区海岸3-20-20
ヨコソーレンボータワー

北陸支店 その他
検診業務、上下水道料金等徴収業務、上下水道施設維持管理業務、漏水
調査、水道料金システム開発・保守

県外

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 代表取締役 内野　一尋
東京都港区海岸3-20-20
ヨコソーレンボータワー

北陸支店 コンピュータ関連業務類
検診業務、上下水道料金等徴収業務、上下水道施設維持管理業務、漏水
調査、水道料金システム開発・保守

県外

（株）ウェザーニューズ 代表取締役 草開　千仁 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデン その他 気象情報提供 県外

（株）ウエストプロダクト 代表取締役 大西　浩二 石川県金沢市八日市5-546 機械器具類
ごみ焼却施設及び下水道施設等で使用される機械類の設計、製作及び修
理。1コンベヤ類、2送風機類、3ポンプ類、4ダブルダンパー、5その他鉄工、
機械、各種部品

県内

（株）上村産業 代表取締役 上村　明 石川県七尾市津向町ト-107-3 燃料類
ＬＰガスの製造及び販売、一般高圧ガスの販売、分析用ガス・標準ガスの
販売、ＬＰガス機器、空調機械、溶接機器、その他溶接材料一式の販売と
配管及び取付工事。医療用酸素の販売を行っています。

県内

（株）上村産業 代表取締役 上村　明 石川県七尾市津向町ト-107-3 機械器具類
ＬＰガスの製造及び販売、一般高圧ガスの販売、分析用ガス・標準ガスの
販売、ＬＰガス機器、空調機械、溶接機器、その他溶接材料一式の販売と
配管及び取付工事。医療用酸素の販売を行っています。

県内

（株）上村産業 代表取締役 上村　明 石川県七尾市津向町ト-107-3 薬品類
ＬＰガスの製造及び販売、一般高圧ガスの販売、分析用ガス・標準ガスの
販売、ＬＰガス機器、空調機械、溶接機器、その他溶接材料一式の販売と
配管及び取付工事。医療用酸素の販売を行っています。

県内

（株）上村産業 代表取締役 上村　明 石川県七尾市津向町ト-107-3 理科医療機器類
ＬＰガスの製造及び販売、一般高圧ガスの販売、分析用ガス・標準ガスの
販売、ＬＰガス機器、空調機械、溶接機器、その他溶接材料一式の販売と
配管及び取付工事。医療用酸素の販売を行っています。

県内

（株）上村産業 代表取締役 上村　明 石川県七尾市津向町ト-107-3 消防用品類
ＬＰガスの製造及び販売、一般高圧ガスの販売、分析用ガス・標準ガスの
販売、ＬＰガス機器、空調機械、溶接機器、その他溶接材料一式の販売と
配管及び取付工事。医療用酸素の販売を行っています。

県内

（株）うつのみや 代表取締役 宇都宮　元樹 石川県金沢市片町2-1-7 文具類
書籍、雑誌等の出版物全般。ビデオ、ＤＶＤ等の視聴覚教材。その他学校
教材。ピアノ、オルガン、和楽器等の楽器全般。文房具及び事務用品。製
本、出版に関わる出版事業。図書館用備品全般。

県内

（株）うつのみや 代表取締役 宇都宮　元樹 石川県金沢市片町2-1-7 家具類
書籍、雑誌等の出版物全般。ビデオ、ＤＶＤ等の視聴覚教材。その他学校
教材。ピアノ、オルガン、和楽器等の楽器全般。文房具及び事務用品。製
本、出版に関わる出版事業。図書館用備品全般。

県内

（株）うつのみや 代表取締役 宇都宮　元樹 石川県金沢市片町2-1-7 楽器類
書籍、雑誌等の出版物全般。ビデオ、ＤＶＤ等の視聴覚教材。その他学校
教材。ピアノ、オルガン、和楽器等の楽器全般。文房具及び事務用品。製
本、出版に関わる出版事業。図書館用備品全般。

県内

宇野酸素（株） 代表取締役 中村　顕 福井県越前市3-13-20 七尾営業所 薬品類
医療用ガス、工業用ガス、燃料用ガス、溶接機、発電機、加工機、ＡＥＤ、各
種診断装置、医療機器レンタル、冷暖房機器レンタル

県外

宇野酸素（株） 代表取締役 中村　顕 福井県越前市3-13-20 七尾営業所 燃料類
医療用ガス、工業用ガス、燃料用ガス、溶接機、発電機、加工機、ＡＥＤ、各
種診断装置、医療機器レンタル、冷暖房機器レンタル

県外

宇野酸素（株） 代表取締役 中村　顕 福井県越前市3-13-20 七尾営業所 理科医療機器類
医療用ガス、工業用ガス、燃料用ガス、溶接機、発電機、加工機、ＡＥＤ、各
種診断装置、医療機器レンタル、冷暖房機器レンタル

県外

宇野酸素（株） 代表取締役 中村　顕 福井県越前市3-13-20 七尾営業所 リース・レンタル業類
医療用ガス、工業用ガス、燃料用ガス、溶接機、発電機、加工機、ＡＥＤ、各
種診断装置、医療機器レンタル、冷暖房機器レンタル

県外

宇野酸素（株） 代表取締役 中村　顕 福井県越前市3-13-20 七尾営業所 機械器具類
医療用ガス、工業用ガス、燃料用ガス、溶接機、発電機、加工機、ＡＥＤ、各
種診断装置、医療機器レンタル、冷暖房機器レンタル

県外

エア・ウォーター・リンク（株） 代表取締役 豊島　貴司 京都府京都市伏見区竹田向代町132-1 北陸支店 理科医療機器類
医科器械、理化学器械、ＭＥ機器、ペースメーカー及び人工弁等人工臓
器、血管造影用及び血管手術用カテーテル、人工心肺装置及び関連製
品、各種医療用ディスポーサブル製品、福祉機器、介護用品、衛生材料他

県外

エア・ウォーター・リンク（株） 代表取締役 豊島　貴司 京都府京都市伏見区竹田向代町132-1 北陸支店 薬品類
医科器械、理化学器械、ＭＥ機器、ペースメーカー及び人工弁等人工臓
器、血管造影用及び血管手術用カテーテル、人工心肺装置及び関連製
品、各種医療用ディスポーサブル製品、福祉機器、介護用品、衛生材料他

県外

エア・ウォーター・リンク（株） 代表取締役 豊島　貴司 京都府京都市伏見区竹田向代町132-1 北陸支店 リース・レンタル業類

医科器械、理化学器械、ＭＥ機器、ペースメーカー及び人工弁等人工臓
器、血管造影用及び血管手術用カテーテル、人工心肺装置及び関連製
品、各種医療用ディスポーサブル製品、福祉機器、介護用品、衛生材料他

県外

（株）エアシフト 代表取締役 山吹　英雄 輪島市塚田町2-14 車両類
タイヤ販売、タイヤパンク修理、各種車両備品販売、一般車両整備、中古
車販売

市内

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 写真類
航空写真撮影（パンフレットPR写真、工事写真、遺跡斜め写真、測量用垂
直ラップ撮影。伴うポスター作成も）文化財調査（文化財発掘・調査・整理作
業・木製品保存処理、赤外線撮影）動画撮影（ＵＡＶによる）

県外

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 その他
航空写真撮影（パンフレットPR写真、工事写真、遺跡斜め写真、測量用垂
直ラップ撮影。伴うポスター作成も）文化財調査（文化財発掘・調査・整理作
業・木製品保存処理、赤外線撮影）動画撮影（ＵＡＶによる）

県外

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 企画展示広告・映画・室内デザイン類

航空写真撮影（パンフレットPR写真、工事写真、遺跡斜め写真、測量用垂
直ラップ撮影。伴うポスター作成も）文化財調査（文化財発掘・調査・整理作
業・木製品保存処理、赤外線撮影）動画撮影（ＵＡＶによる）

県外

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 印刷（一般）類
航空写真撮影（パンフレットPR写真、工事写真、遺跡斜め写真、測量用垂
直ラップ撮影。伴うポスター作成も）文化財調査（文化財発掘・調査・整理作
業・木製品保存処理、赤外線撮影）動画撮影（ＵＡＶによる）

県外
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（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 印刷（軽印刷）類
航空写真撮影（パンフレットPR写真、工事写真、遺跡斜め写真、測量用垂
直ラップ撮影。伴うポスター作成も）文化財調査（文化財発掘・調査・整理作
業・木製品保存処理、赤外線撮影）動画撮影（ＵＡＶによる）

県外

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 代表取締役 飯田　一郎 東京都小平市御幸町32 北陸営業所 電気器具類 通信機器、無線通信機、業務用無線機、通信測定機、監視カメラ機器 県外

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 その他 温泉ポンプ、滅菌剤、スケール抑制剤、浴槽洗浄剤等 県内

（株）エスアールエル 代表取締役 東　俊一 東京都新宿区西新宿2-1-1 （株）エスアールエル その他 臨床検査の受託業務、臨床検査受託に伴う採血管等の販売 県外

（株）エスイーシー 代表取締役 菅野　博之 石川県七尾市佐野町ロ-43-1 消防用品類 消火器、消火設備、避難器具、消防用ホース、自動火災報知設備 県内

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 代表取締役社長 今関　智雄 東京都港区港南2-15-3 北陸支店 リース・レンタル業類

汎用コンピュータ・パソコン・電子交換機・無線装置・ＯＡ機器、ソフトウエ
ア、通信機器、事務用機器その他各種機器・設備等のリース、情報処理用
機器、産業用機械設備。

県外

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 東京都文京区後楽2-6-1 北陸支店 電気器具類
パーソナルコンピュータ、ＰＣサーバ、ＵＮＩＸサーバ、各種周辺端末機器、電
話交換機、電話機、デジタル放送装置、移動通信装置、衛星通信装置、基
地局通信装置、インターネット関連機器他

県外

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 代表取締役 牛島　祐之 東京都文京区後楽2-6-1 北陸支店 コンピュータ関連業務類

パーソナルコンピュータ、ＰＣサーバ、ＵＮＩＸサーバ、各種周辺端末機器、電
話交換機、電話機、デジタル放送装置、移動通信装置、衛星通信装置、基
地局通信装置、インターネット関連機器他

県外

（株）エヌ・エービデオプロダクション 代表取締役 粟津　賢栄 石川県七尾市田鶴浜町イ-15-2 企画展示広告・映画・室内デザイン類
一般ビデオ撮影・編集、各市町村ケーブルテレビ、テレビＣＭ番組制作・編
集、イベント収録ビデオ、ＤＶＤ・ブルーレイダビング、ホームページ作成

県内

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他
当社は、環境専門の総合コンサルタントであり特に環境調査（土壌汚染調
査、自然環境調査、生活環境調査）環境分析（ダイオキシン類、アスベスト、
環境ホルモン、環境計量証明）を得意としています。

県外

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 理科医療機器類
浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。下水管
渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。下水流量調
査。

県外

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 その他
浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。下水管
渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。下水流量調
査。

県外

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 リース・レンタル業類

浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。下水管
渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。下水流量調
査。

県外

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 測量機器類
浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。下水管
渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。下水流量調
査。

県外

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 電気器具類
浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。下水管
渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。下水流量調
査。

県外

ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町2-90-5 その他 配水池清掃・点検、上下水道施設メンテナンス等 県外

ＮＤＳ（株） 代表取締役社長 玉村　知史 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18 北陸事業部 電気器具類 ビジネスホン、複合機、ネットワーク機器 県外

ＮＤＳ（株） 代表取締役社長 玉村　知史 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18 北陸事業部 事務器具類 ビジネスホン、複合機、ネットワーク機器 県外

NTT・TCリース（株） 代表取締役 成瀬　明弘 東京都港区港南1-2-70 北陸支店 リース・レンタル業類 情報関連機器、事務用機器、医療機器、通信機器、建設機械　等 県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 代表取締役社長 本間　洋 東京都江東区豊洲3-3-3 コンピュータ関連業務類
情報機器等の販売、情報処理・電算業務、ソフトウェア開発、ネットワーク
構築、保守管理等

県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 代表取締役社長 本間　洋 東京都江東区豊洲3-3-3 事務器具類
情報機器等の販売、情報処理・電算業務、ソフトウェア開発、ネットワーク
構築、保守管理等

県外

（株）ＮＴＴデータＮＪＫ 代表取締役 横田　武 東京都中央区新富2-3-4 メディアドライブ事業部　北陸営業所 事務器具類
パソコン、コピー機、ファックス、プリンタ、デジカメ、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、事務用機器リース

県外

（株）ＮＴＴデータＮＪＫ 代表取締役 横田　武 東京都中央区新富2-3-4 メディアドライブ事業部　北陸営業所 コンピュータ関連業務類
パソコン、コピー機、ファックス、プリンタ、デジカメ、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、事務用機器リース

県外

（株）ＮＴＴデータＮＪＫ 代表取締役 横田　武 東京都中央区新富2-3-4 メディアドライブ事業部　北陸営業所 看板・標識・保安用品類
パソコン、コピー機、ファックス、プリンタ、デジカメ、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、事務用機器リース

県外

（株）エヌ・ティ・ティ・データ北陸 代表取締役社長 池田　佳子 石川県金沢市彦三町1-1-1 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、大型コンピューター及び関連機器の販
売

県内

（株）エヌ・ティ・ティ・データ北陸 代表取締役社長 池田　佳子 石川県金沢市彦三町1-1-1 事務器具類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、大型コンピューター及び関連機器の販
売

県内

（株）ＮＴＴドコモ 代表取締役社長 井伊　基之 東京都千代田区永田町2-11-1 北陸支社 電気器具類
ＬＴＥ、ＦＯＭＡ、光ブロードバンド、衛生電話、国際等携帯電話サービス及び
端末機器販売、動画・音楽等のｄマーケットを通じたサービス及び生活関連
サービス、法人ＩｏＴ、システム開発・販売・保守受託等。

県外

（株）ＮＴＴドコモ 代表取締役社長 井伊　基之 東京都千代田区永田町2-11-1 北陸支社 事務器具類
ＬＴＥ、ＦＯＭＡ、光ブロードバンド、衛生電話、国際等携帯電話サービス及び
端末機器販売、動画・音楽等のｄマーケットを通じたサービス及び生活関連
サービス、法人ＩｏＴ、システム開発・販売・保守受託等。

県外

（株）ＮＴＴドコモ 代表取締役社長 井伊　基之 東京都千代田区永田町2-11-1 北陸支社 測量機器類
ＬＴＥ、ＦＯＭＡ、光ブロードバンド、衛生電話、国際等携帯電話サービス及び
端末機器販売、動画・音楽等のｄマーケットを通じたサービス及び生活関連
サービス、法人ＩｏＴ、システム開発・販売・保守受託等。

県外

（株）ＮＴＴドコモ 代表取締役社長 井伊　基之 東京都千代田区永田町2-11-1 北陸支社 コンピュータ関連業務類

ＬＴＥ、ＦＯＭＡ、光ブロードバンド、衛生電話、国際等携帯電話サービス及び
端末機器販売、動画・音楽等のｄマーケットを通じたサービス及び生活関連
サービス、法人ＩｏＴ、システム開発・販売・保守受託等。

県外

（株）ＮＴＴドコモ 代表取締役社長 井伊　基之 東京都千代田区永田町2-11-1 北陸支社 リース・レンタル業類

ＬＴＥ、ＦＯＭＡ、光ブロードバンド、衛生電話、国際等携帯電話サービス及び
端末機器販売、動画・音楽等のｄマーケットを通じたサービス及び生活関連
サービス、法人ＩｏＴ、システム開発・販売・保守受託等。

県外

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 代表取締役社長 上原　一郎 大阪府大阪市北区大深町3-1 金沢ビジネス営業部 コンピュータ関連業務類

パソコン、コピー機、FAX,音響、映像、無線、通信機器、情報関連機器、
データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、ネットワーク構築、電気通
信設備、情報通信システム設備の構築、賃貸（リース・レンタル）

県外

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 代表取締役社長 上原　一郎 大阪府大阪市北区大深町3-1 金沢ビジネス営業部 電気器具類
パソコン、コピー機、FAX,音響、映像、無線、通信機器、情報関連機器、
データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、ネットワーク構築、電気通
信設備、情報通信システム設備の構築、賃貸（リース・レンタル）

県外

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 代表取締役社長 上原　一郎 大阪府大阪市北区大深町3-1 金沢ビジネス営業部 リース・レンタル業類

パソコン、コピー機、FAX,音響、映像、無線、通信機器、情報関連機器、
データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、ネットワーク構築、電気通
信設備、情報通信システム設備の構築、賃貸（リース・レンタル）

県外

ＮＴＴファイナンス（株） 代表取締役 坂井　義清 東京都港区港南1-2-70 ビリング事業本部　ビリングソリューショ ン部 その他
学校給食公会計化等に向け、定期的な料金の請求・回収業務の自動化を
行う決済サービス

県外

荏原実業（株） 代表取締役 吉田　俊範 東京都中央区銀座7-14-1 中部営業所 機械器具類
ポンプ、脱臭装置、ターボブロワ、水処理装置、空調機器、ボイラ、一般産
業用機械、脱臭剤、工業用水処理薬品、栽培漁業関連装置、プラント機
器、オゾン濃度計、ガス分析計　他

県外

荏原実業（株） 代表取締役 吉田　俊範 東京都中央区銀座7-14-1 中部営業所 薬品類
ポンプ、脱臭装置、ターボブロワ、水処理装置、空調機器、ボイラ、一般産
業用機械、脱臭剤、工業用水処理薬品、栽培漁業関連装置、プラント機
器、オゾン濃度計、ガス分析計　他

県外

荏原実業（株） 代表取締役 吉田　俊範 東京都中央区銀座7-14-1 中部営業所 理科医療機器類
ポンプ、脱臭装置、ターボブロワ、水処理装置、空調機器、ボイラ、一般産
業用機械、脱臭剤、工業用水処理薬品、栽培漁業関連装置、プラント機
器、オゾン濃度計、ガス分析計　他

県外
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荏原実業（株） 代表取締役 吉田　俊範 東京都中央区銀座7-14-1 中部営業所 原材料類
ポンプ、脱臭装置、ターボブロワ、水処理装置、空調機器、ボイラ、一般産
業用機械、脱臭剤、工業用水処理薬品、栽培漁業関連装置、プラント機
器、オゾン濃度計、ガス分析計　他

県外

荏原商事（株） 代表取締役 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 能登支店 機械器具類
ポンプ、ボイラー、送風機、冷却塔、冷棟機、太陽光発電設備機器（パネ
ル・パワコン等）、小水力発電装置（リング水車等）他

県外

荏原商事（株） 代表取締役 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 能登支店 電気器具類 水位計、避雷装置他 県外

荏原商事（株） 代表取締役 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 能登支店 薬品類 ボイラ薬品、高分子凝集剤、活性炭他 県外

（株）エムエス 代表取締役 河合　和明 石川県金沢市畝田西4-87-3 機械器具類
業務用冷凍冷蔵庫、スチームコンペクションオーブン、食器洗浄器、回転
釜、立体炊飯器、製氷機、食器消毒保管庫、温冷配膳車、ガスフライヤー、
ブラストチラー、その他業務用厨房機器

県内

（株）エムティーアイ 代表取締役 前多　俊宏 東京都新宿区西新宿3-20-2 コンピュータ関連業務類
システム開発、システム保守・運用、インターネット業務、アプリ開発、ホー
ムページ作成

県外

（株）ＬＳＩメディエンス 代表取締役 渡部　晴夫 東京都千代田区内神田1-13-4 その他 臨床検査業務 県外

オイラー（株） 代表取締役 黒保　直治 石川県金沢市間明町2-24-1 荒物類
清掃用品（ワックス、洗剤、マット、モップ等）清掃機械（自動床洗浄機、高圧
洗浄機、掃除機等）生活用品（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗石鹸）事務
機器（学校机、椅子等）体育館関連、厨房関連、除雪機他

県内

オイラー（株） 代表取締役 黒保　直治 石川県金沢市間明町2-24-1 運動具類
清掃用品（ワックス、洗剤、マット、モップ等）清掃機械（自動床洗浄機、高圧
洗浄機、掃除機等）生活用品（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗石鹸）事務
機器（学校机、椅子等）体育館関連、厨房関連、除雪機他

県内

オイラー（株） 代表取締役 黒保　直治 石川県金沢市間明町2-24-1 家具類
清掃用品（ワックス、洗剤、マット、モップ等）清掃機械（自動床洗浄機、高圧
洗浄機、掃除機等）生活用品（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗石鹸）事務
機器（学校机、椅子等）体育館関連、厨房関連、除雪機他

県内

オイラー（株） 代表取締役 黒保　直治 石川県金沢市間明町2-24-1 機械器具類
清掃用品（ワックス、洗剤、マット、モップ等）清掃機械（自動床洗浄機、高圧
洗浄機、掃除機等）生活用品（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗石鹸）事務
機器（学校机、椅子等）体育館関連、厨房関連、除雪機他

県内

オイラー（株） 代表取締役 黒保　直治 石川県金沢市間明町2-24-1 被服類
清掃用品（ワックス、洗剤、マット、モップ等）清掃機械（自動床洗浄機、高圧
洗浄機、掃除機等）生活用品（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗石鹸）事務
機器（学校机、椅子等）体育館関連、厨房関連、除雪機他

県内

扇商事（株） 代表取締役 西江　強 石川県金沢市御供田イ62-8 漁網等
防球・防砂・安全ネット、スポーツ関連ネット、フェンス及び鉄棒、ジャングル
ジム等の遊具、エコカラスネット

県内

扇商事（株） 代表取締役 西江　強 石川県金沢市御供田イ62-8 運動具類
防球・防砂・安全ネット、スポーツ関連ネット、フェンス及び鉄棒、ジャングル
ジム等の遊具、エコカラスネット

県内

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 測量機器類
地すべり及び地盤の動態観測システム・地震計測器・監視カメラ・災害箇所
での人命探査装置・地域防災計画・国民保護計画・地理情報システム・各
種数値解析ソフト・各種システム・ソフトウェア・環境アセスメント

県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 消防用品類
地すべり及び地盤の動態観測システム・地震計測器・監視カメラ・災害箇所
での人命探査装置・地域防災計画・国民保護計画・地理情報システム・各
種数値解析ソフト・各種システム・ソフトウェア・環境アセスメント

県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 その他
地すべり及び地盤の動態観測システム・地震計測器・監視カメラ・災害箇所
での人命探査装置・地域防災計画・国民保護計画・地理情報システム・各
種数値解析ソフト・各種システム・ソフトウェア・環境アセスメント

県外

（株）ＯＳＴ 代表取締役 笹原　直朗 石川県金沢市玉鉾5-5 事務器具類 コピー機（カラー、モノクロ）販売・レンタル・リース・保守 県内

（株）ＯＳＴ 代表取締役 笹原　直朗 石川県金沢市玉鉾5-5 リース・レンタル業類 コピー機（カラー、モノクロ）販売・レンタル・リース・保守 県内

（株）大下書店 代表取締役 大下　克司 輪島市河井町23-172-1 家具類
スチール家具、木製家具、机、いす、印章、ゴム印、パソコン、ファックス、ギ
フト用品、漆器、トロフィー、文房具、画材、書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ、ビデ
オ、教材など

市内

（株）大下書店 代表取締役 大下　克司 輪島市河井町23-172-1 印判類
スチール家具、木製家具、机、いす、印章、ゴム印、パソコン、ファックス、ギ
フト用品、漆器、トロフィー、文房具、画材、書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ、ビデ
オ、教材など

市内

（株）大下書店 代表取締役 大下　克司 輪島市河井町23-172-1 事務器具類
スチール家具、木製家具、机、いす、印章、ゴム印、パソコン、ファックス、ギ
フト用品、漆器、トロフィー、文房具、画材、書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ、ビデ
オ、教材など

市内

（株）大下書店 代表取締役 大下　克司 輪島市河井町23-172-1 時計・漆器・工芸類
スチール家具、木製家具、机、いす、印章、ゴム印、パソコン、ファックス、ギ
フト用品、漆器、トロフィー、文房具、画材、書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ、ビデ
オ、教材など

市内

（株）大下書店 代表取締役 大下　克司 輪島市河井町23-172-1 文具類
スチール家具、木製家具、机、いす、印章、ゴム印、パソコン、ファックス、ギ
フト用品、漆器、トロフィー、文房具、画材、書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ、ビデ
オ、教材など

市内

大島産業（株） 代表取締役社長 小柳　義樹 福井県福井市渕3-2801 不用品 再生ステープル綿・不織布の製造販売 県外

（株）大場屋 大場　康一 輪島市鳳至町上町115 原材料類
給排水パイプ網戸の販売。強化プラスチック製品やアクリル板の販売施
工。板硝子、鏡、アルミサッシ、網戸、鏡の販売施工。銅管及び網戸類の販
売。セパレーターや一部土木資材の販売。家庭金物、荒物類の販売。

市内

（株）大場屋 大場　康一 輪島市鳳至町上町115 荒物類
給排水パイプ網戸の販売。強化プラスチック製品やアクリル板の販売施
工。板硝子、鏡、アルミサッシ、網戸、鏡の販売施工。銅管及び網戸類の販
売。セパレーターや一部土木資材の販売。家庭金物、荒物類の販売。

市内

（株）大向カーオート 代表取締役 大向　新吾 輪島市堀町3-1-1 車両類
自動車、部品、用品、タイヤ販売、修理、鈑金、塗装、レッカー、損害保険代
理業

市内

（株）大向カーオート 代表取締役 大向　新吾 輪島市堀町3-1-1 リース・レンタル業類
自動車、部品、用品、タイヤ販売、修理、鈑金、塗装、レッカー、損害保険代
理業

市内

（株）大向自動車整備工場 代表取締役 大向　宏 輪島市新橋通7-101-7 車両類
各種一般車両の販売及び整備、タイヤ等の車両関係部品類、車両関連工
具類、車両リース

市内

（株）大向自動車整備工場 代表取締役 大向　宏 輪島市新橋通7-101-7 機械器具類
各種一般車両の販売及び整備、タイヤ等の車両関係部品類、車両関連工
具類、車両リース

市内

（株）大向自動車整備工場 代表取締役 大向　宏 輪島市新橋通7-101-7 リース・レンタル業類
各種一般車両の販売及び整備、タイヤ等の車両関係部品類、車両関連工
具類、車両リース

市内

小川自動車 小川　選太郎 輪島市門前町走出6-79-2 車両類 自動車販売自動車整備自動車板金塗装タイヤ販売 市内

沖電気工業（株） 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門1-7-12 北陸支店 電気器具類
電機、電子交換機、無線機、防災行政無線装置、消防指令台、遠方監視
装置コンピューター・ネットワーク関連機器、プリンター、サーバー、監視・観
測・測定・計測機器、流量計、システム開発

県外

沖電気工業（株） 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門1-7-12 北陸支店 コンピュータ関連業務類

電機、電子交換機、無線機、防災行政無線装置、消防指令台、遠方監視
装置コンピューター・ネットワーク関連機器、プリンター、サーバー、監視・観
測・測定・計測機器、流量計、システム開発

県外

沖電気工業（株） 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門1-7-12 北陸支店 測量機器類
電機、電子交換機、無線機、防災行政無線装置、消防指令台、遠方監視
装置コンピューター・ネットワーク関連機器、プリンター、サーバー、監視・観
測・測定・計測機器、流量計、システム開発

県外

小倉緑化工業（株） 代表取締役 小倉　一朗 石川県羽咋市兵庫町レ26-1 その他 樹木等の維持管理業務 県内

落合公認会計士事務所 代表 落合　幸隆
東京都港区新橋2-15-17
タマキビル８階

その他
①公会計制度における固定資産整備支援および財務書類作成　②指定管
理者の経営診断　③ＰＰＰ／ＰＦＩの会計及び税に関するアドバイザリー　④
内部統制の支援、等

県外

小柳建設（株） 代表取締役 小柳　卓蔵 新潟県三条市東三条1-21-5 その他 埋蔵文化財調査、埋蔵文化財整理作業 県外
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オリジナル設計（株） 代表取締役社長 管　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 コンピュータ関連業務類 ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ及び関連機器の販売 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 コンピュータ関連業務類
固定資産税支援業務（評価支援、異動修正、事務支援システム）、農業政
策支援業務（農地調査、事務支援システム）、各種地理情報システム等

県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 リース・レンタル業類
固定資産税支援業務（評価支援、異動修正、事務支援システム）、農業政
策支援業務（農地調査、事務支援システム）、各種地理情報システム等

県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 その他
固定資産税支援業務（評価支援、異動修正、事務支援システム）、農業政
策支援業務（農地調査、事務支援システム）、各種地理情報システム等

県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 印刷（一般）類
固定資産税支援業務（評価支援、異動修正、事務支援システム）、農業政
策支援業務（農地調査、事務支援システム）、各種地理情報システム等

県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 写真類
固定資産税支援業務（評価支援、異動修正、事務支援システム）、農業政
策支援業務（農地調査、事務支援システム）、各種地理情報システム等

県外

（株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町16 その他
速記・音声反訳、翻訳、字幕作成、録音・カメラ・テロップ操作、会議録の印
刷製本、ソフト開発及びリース（会議録検索・映像配信・音声認識システム
等）、データ作成・動画編集・ＯＣＲ、録音・映像・通信・ＯＡ機器等の販売等

県外

（株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町16 印刷（一般）類
速記・音声反訳、翻訳、字幕作成、録音・カメラ・テロップ操作、会議録の印
刷製本、ソフト開発及びリース（会議録検索・映像配信・音声認識システム
等）、データ作成・動画編集・ＯＣＲ、録音・映像・通信・ＯＡ機器等の販売等

県外

（株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町16 コンピュータ関連業務類

速記・音声反訳、翻訳、字幕作成、録音・カメラ・テロップ操作、会議録の印
刷製本、ソフト開発及びリース（会議録検索・映像配信・音声認識システム
等）、データ作成・動画編集・ＯＣＲ、録音・映像・通信・ＯＡ機器等の販売等

県外

（株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町16 リース・レンタル業類

速記・音声反訳、翻訳、字幕作成、録音・カメラ・テロップ操作、会議録の印
刷製本、ソフト開発及びリース（会議録検索・映像配信・音声認識システム
等）、データ作成・動画編集・ＯＣＲ、録音・映像・通信・ＯＡ機器等の販売等

県外

（株）会議録研究所 代表取締役 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町16 電気器具類
速記・音声反訳、翻訳、字幕作成、録音・カメラ・テロップ操作、会議録の印
刷製本、ソフト開発及びリース（会議録検索・映像配信・音声認識システム
等）、データ作成・動画編集・ＯＣＲ、録音・映像・通信・ＯＡ機器等の販売等

県外

（株）会議録センター 代表取締役 加藤　剛也 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 新潟支社 その他

会議録の調製、速記、反訳、議会講演・研修会　会議録検索システム、議
会映像配信システム　家屋評価システム、ペーパーレス会議システム　議
事録作成支援システム　議場用カメラ・マイクシステム、会議用マイク・録音
設備

県外

（株）会議録センター 代表取締役 加藤　剛也 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 新潟支社 コンピュータ関連業務類

会議録の調製、速記、反訳、議会講演・研修会　会議録検索システム、議
会映像配信システム　家屋評価システム、ペーパーレス会議システム　議
事録作成支援システム　議場用カメラ・マイクシステム、会議用マイク・録音
設備

県外

（株）会議録センター 代表取締役 加藤　剛也 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 新潟支社 電気器具類

会議録の調製、速記、反訳、議会講演・研修会　会議録検索システム、議
会映像配信システム　家屋評価システム、ペーパーレス会議システム　議
事録作成支援システム　議場用カメラ・マイクシステム、会議用マイク・録音
設備

県外

（株）会議録センター 代表取締役 加藤　剛也 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 新潟支社 印刷（軽印刷）類

会議録の調製、速記、反訳、議会講演・研修会　会議録検索システム、議
会映像配信システム　家屋評価システム、ペーパーレス会議システム　議
事録作成支援システム　議場用カメラ・マイクシステム、会議用マイク・録音
設備

県外

（株）開進堂楽器 代表取締役 山崎　隆志 富山県高岡市野村370-1 石川統括本部 楽器類
管弦打楽器、楽譜、ピアノ、オルガン、打楽器、調律、音響機器、ＣＤＤＶＤ、
楽器リース、イベント企画運営

県外

（株）開進堂楽器 代表取締役 山崎　隆志 富山県高岡市野村370-1 石川統括本部 電気器具類
管弦打楽器、楽譜、ピアノ、オルガン、打楽器、調律、音響機器、ＣＤＤＶＤ、
楽器リース、イベント企画運営

県外

（株）開進堂楽器 代表取締役 山崎　隆志 富山県高岡市野村370-1 石川統括本部 文具類
管弦打楽器、楽譜、ピアノ、オルガン、打楽器、調律、音響機器、ＣＤＤＶＤ、
楽器リース、イベント企画運営

県外

かがつうシステム（株） 代表取締役 野崎　雅暉 石川県金沢市東蚊爪町1-9-1 電気器具類
パソコン、通信機器、家庭電化製品、無停電電源装置、電源機器、音響製
品、映像製品、コンピュータ関連機器等、照明機器、ＬＥＤ照明機器、街路
灯、防犯灯等

県内

かがつうシステム（株） 代表取締役 野崎　雅暉 石川県金沢市東蚊爪町1-9-1 事務器具類
パソコン、通信機器、家庭電化製品、無停電電源装置、電源機器、音響製
品、映像製品、コンピュータ関連機器等、照明機器、ＬＥＤ照明機器、街路
灯、防犯灯等

県内

かがつうシステム（株） 代表取締役 野崎　雅暉 石川県金沢市東蚊爪町1-9-1 コンピュータ関連業務類

パソコン、通信機器、家庭電化製品、無停電電源装置、電源機器、音響製
品、映像製品、コンピュータ関連機器等、照明機器、ＬＥＤ照明機器、街路
灯、防犯灯等

県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 事務器具類
サーバー、パソコン、ＣＡＤ、電子交換機、省エネ機器、太陽光発電、燃料
電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無停電
電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、ＩＨ等

県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 機械器具類
サーバー、パソコン、ＣＡＤ、電子交換機、省エネ機器、太陽光発電、燃料
電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無停電
電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、ＩＨ等

県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 電気器具類
サーバー、パソコン、ＣＡＤ、電子交換機、省エネ機器、太陽光発電、燃料
電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無停電
電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、ＩＨ等

県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 消防用品類
サーバー、パソコン、ＣＡＤ、電子交換機、省エネ機器、太陽光発電、燃料
電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無停電
電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、ＩＨ等

県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 リース・レンタル業類

サーバー、パソコン、ＣＡＤ、電子交換機、省エネ機器、太陽光発電、燃料
電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無停電
電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、ＩＨ等

県内

柏原計器工業（株） 代表取締役 三浦　直人 大阪府柏原市本郷5-3-28 測量機器類 水道メーター 県外

（株）片岡 代表取締役 藤井　寛之 石川県金沢市朝霧台2-27 薬品類
一般試薬・輸入試薬・臨床検査薬・工業薬品・食品添加物・医薬品・理化学
機器・分析機器・臨床検査機器具等の販売

県内

（株）片岡 代表取締役 藤井　寛之 石川県金沢市朝霧台2-27 理科医療機器類
一般試薬・輸入試薬・臨床検査薬・工業薬品・食品添加物・医薬品・理化学
機器・分析機器・臨床検査機器具等の販売

県内

（株）片岡 代表取締役 藤井　寛之 石川県金沢市朝霧台2-27 測量機器類
一般試薬・輸入試薬・臨床検査薬・工業薬品・食品添加物・医薬品・理化学
機器・分析機器・臨床検査機器具等の販売

県内

（株）片岡 代表取締役 藤井　寛之 石川県金沢市朝霧台2-27 被服類
一般試薬・輸入試薬・臨床検査薬・工業薬品・食品添加物・医薬品・理化学
機器・分析機器・臨床検査機器具等の販売

県内

（株）片岡 代表取締役 藤井　寛之 石川県金沢市朝霧台2-27 その他
一般試薬・輸入試薬・臨床検査薬・工業薬品・食品添加物・医薬品・理化学
機器・分析機器・臨床検査機器具等の販売

県内

桂記章（株） 取締役社長 澤田　幸宏 石川県金沢市二ﾂ寺町ハ30-14 時計・漆器・工芸類
社章・団体章・学校章・メダル・キーホルダー・ストラップ・トロフィー・楯等、
金属小物の製造販売をしております。又、企画デザイン部をはじめ、金型彫
刻からプレス加工、各種仕上加工まで自社一貫で行っております。

県内

桂記章（株） 取締役社長 澤田　幸宏 石川県金沢市二ﾂ寺町ハ30-14 荒物類
社章・団体章・学校章・メダル・キーホルダー・ストラップ・トロフィー・楯等、
金属小物の製造販売をしております。又、企画デザイン部をはじめ、金型彫
刻からプレス加工、各種仕上加工まで自社一貫で行っております。

県内
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桂記章（株） 取締役社長 澤田　幸宏 石川県金沢市二ﾂ寺町ハ30-14 文具類
社章・団体章・学校章・メダル・キーホルダー・ストラップ・トロフィー・楯等、
金属小物の製造販売をしております。又、企画デザイン部をはじめ、金型彫
刻からプレス加工、各種仕上加工まで自社一貫で行っております。

県内

桂記章（株） 取締役社長 澤田　幸宏 石川県金沢市二ﾂ寺町ハ30-14 看板・標識・保安用品類

社章・団体章・学校章・メダル・キーホルダー・ストラップ・トロフィー・楯等、
金属小物の製造販売をしております。又、企画デザイン部をはじめ、金型彫
刻からプレス加工、各種仕上加工まで自社一貫で行っております。

県内

桂記章（株） 取締役社長 澤田　幸宏 石川県金沢市二ﾂ寺町ハ30-14 百貨店
社章・団体章・学校章・メダル・キーホルダー・ストラップ・トロフィー・楯等、
金属小物の製造販売をしております。又、企画デザイン部をはじめ、金型彫
刻からプレス加工、各種仕上加工まで自社一貫で行っております。

県内

（株）金沢映像センター 代表取締役社長 井野　耕一 石川県金沢市古府2-136 企画展示広告・映画・室内デザイン類

テレビ番組やＣＭの企画及び制作などテレビ放送に関わる業務全般。その
他、自治体や企業などのプロモーション映像、Ｗｅｂ動画など映像全般にお
ける企画・制作。

県内

金沢ケーブル（株） 代表取締役社長 宮村　愼一郎 石川県金沢市南町2-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類

映像撮影製作編集によるＤＶＤ納品及び放送。ケーブルテレビ施設の保
守・緊急保全。光ファイバー等による通信回線の提供。ケーブルインター
ネットサービス、ケーブル電話サービス、多チャンネルＴＶサービスの提供。

県内

金沢ケーブル（株） 代表取締役社長 宮村　愼一郎 石川県金沢市南町2-1 電気器具類
映像撮影製作編集によるＤＶＤ納品及び放送。ケーブルテレビ施設の保
守・緊急保全。光ファイバー等による通信回線の提供。ケーブルインター
ネットサービス、ケーブル電話サービス、多チャンネルＴＶサービスの提供。

県内

金沢ケーブル（株） 代表取締役社長 宮村　愼一郎 石川県金沢市南町2-1 コンピュータ関連業務類

映像撮影製作編集によるＤＶＤ納品及び放送。ケーブルテレビ施設の保
守・緊急保全。光ファイバー等による通信回線の提供。ケーブルインター
ネットサービス、ケーブル電話サービス、多チャンネルＴＶサービスの提供。

県内

金沢ケーブル（株） 代表取締役社長 宮村　愼一郎 石川県金沢市南町2-1 リース・レンタル業類

映像撮影製作編集によるＤＶＤ納品及び放送。ケーブルテレビ施設の保
守・緊急保全。光ファイバー等による通信回線の提供。ケーブルインター
ネットサービス、ケーブル電話サービス、多チャンネルＴＶサービスの提供。

県内

金森産業（株） 代表取締役 金森　洋平 富山県高岡市昭和町1-4-1 金沢営業所 薬品類
水道用ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、活性炭、高
分子凝集剤その他工業薬品全般

県外

金森産業（株） 代表取締役 金森　洋平 富山県高岡市昭和町1-4-1 金沢営業所 理科医療機器類
水道用ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、活性炭、高
分子凝集剤その他工業薬品全般

県外

兼岡ジムキ（有） 代表取締役 兼岡　孝則 石川県金沢市荒屋1-77 事務器具類
孔版印刷機をメインに高速多枚数プリンター、複合機を販売メンテナンスし
ております。自社メンテナンスによるお客様満足度を追求しております。ス
チール製品、家具類も取り扱っております。

県内

兼岡ジムキ（有） 代表取締役 兼岡　孝則 石川県金沢市荒屋1-77 家具類
孔版印刷機をメインに高速多枚数プリンター、複合機を販売メンテナンスし
ております。自社メンテナンスによるお客様満足度を追求しております。ス
チール製品、家具類も取り扱っております。

県内

兼岡ジムキ（有） 代表取締役 兼岡　孝則 石川県金沢市荒屋1-77 文具類
孔版印刷機をメインに高速多枚数プリンター、複合機を販売メンテナンスし
ております。自社メンテナンスによるお客様満足度を追求しております。ス
チール製品、家具類も取り扱っております。

県内

兼岡ジムキ（有） 代表取締役 兼岡　孝則 石川県金沢市荒屋1-77 紙類
孔版印刷機をメインに高速多枚数プリンター、複合機を販売メンテナンスし
ております。自社メンテナンスによるお客様満足度を追求しております。ス
チール製品、家具類も取り扱っております。

県内

兼岡ジムキ（有） 代表取締役 兼岡　孝則 石川県金沢市荒屋1-77 リース・レンタル業類

孔版印刷機をメインに高速多枚数プリンター、複合機を販売メンテナンスし
ております。自社メンテナンスによるお客様満足度を追求しております。ス
チール製品、家具類も取り扱っております。

県内

鎌長製衡（株） 代表取締役 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼2246 大阪支店 測量機器類
トラックスケール、トラックスケールデータ処理装置等計量機器、ペットボト
ル及びその他プラスチック圧縮減容器、金属圧縮機等環境機器

県外

鎌長製衡（株） 代表取締役 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼2246 大阪支店 機械器具類
トラックスケール、トラックスケールデータ処理装置等計量機器、ペットボト
ル及びその他プラスチック圧縮減容器、金属圧縮機等環境機器

県外

紙吉（株） 代表取締役 吉田　忠雄 石川県七尾市津向町ト部53-13 不用品
資源ごみ（新聞・雑誌・段ボール）等の引取業務、アルミ缶、スチール缶等
の引取業務

県内

川上産業（株） 代表取締役 茨木　喜幸 石川県金沢市問屋町2-44 原材料類
塩化カルシウム・常温合材・セメント・土質改良剤・セメント系特殊混和材・
有機肥料・防草資材・珪砂・グランドライン引き消石灰

県内

川上産業（株） 代表取締役 茨木　喜幸 石川県金沢市問屋町2-44 農薬・肥料・飼料類
塩化カルシウム・常温合材・セメント・土質改良剤・セメント系特殊混和材・
有機肥料・防草資材・珪砂・グランドライン引き消石灰

県内

川上産業（株） 代表取締役 茨木　喜幸 石川県金沢市問屋町2-44 運動具類
塩化カルシウム・常温合材・セメント・土質改良剤・セメント系特殊混和材・
有機肥料・防草資材・珪砂・グランドライン引き消石灰

県内

（有）カワカミ電器 代表取締役 川上　武志 輪島市門前町走出8-41-1 電気器具類 家電品、住宅設備機器、医療用品販売 市内

（有）カワカミ電器 代表取締役 川上　武志 輪島市門前町走出8-41-1 事務器具類 家電品、住宅設備機器、医療用品販売 市内

（有）カワカミ電器 代表取締役 川上　武志 輪島市門前町走出8-41-1 燃料類 家電品、住宅設備機器、医療用品販売 市内

（株）カワノ 代表取締役 吉川　良一 富山県富山市牛島本町2-3-23 金沢出張所 消防用品類
消防ポンプ、消防ホース、消防ポンプ車、緊急災害備蓄品、ポンプ積載車、
ホース洗浄機乾燥機、消防被服、マルチカッター、油流出処理用品、空気
呼吸器、泡消火薬剤、油圧救助機具、エアーテント、標識、発電機、手袋

県外

ＫＡＮ企画 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 企画展示広告・映画・室内デザイン類 看板・モニュメント制作等 市内

ＫＡＮ企画 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 家具類 看板・モニュメント制作等 市内

ＫＡＮ企画 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 時計・漆器・工芸類 看板・モニュメント制作等 市内

ＫＡＮ企画 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 看板・標識・保安用品類 看板・モニュメント制作等 市内

ＫＡＮ企画 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 コンピュータ関連業務類 看板・モニュメント制作等 市内

環境開発（株） 代表取締役 髙山　盛司 石川県金沢市大桑町上猫下4-7 不用品

病院等で感染性の廃棄物を廃棄する時の専用容器の販売。容器の関連部
品の販売。又、販売した容器は、当社新保処理工場まで収集運搬を行い焼
却処理をします。焼却後の燃え殻は、当社最終処分場に埋立し完結しま
す。

県内

環境開発（株） 代表取締役 髙山　盛司 石川県金沢市大桑町上猫下4-7 荒物類

病院等で感染性の廃棄物を廃棄する時の専用容器の販売。容器の関連部
品の販売。又、販売した容器は、当社新保処理工場まで収集運搬を行い焼
却処理をします。焼却後の燃え殻は、当社最終処分場に埋立し完結しま
す。

県内

環境未来（株） 代表取締役 佐倉　正晃 長野県松本市大字和田4010-5 北陸検査センター その他
水道水水質検査、作業環境測定、環境計量証明、浴槽・プール、臭気測
定、放射能測定、検便、検尿、飲料水検査、騒音振動測定、空気環境測
定、簡易専用水道水質検査

県外

（株）管総研 代表取締役社長 川久保　知一 兵庫県尼崎市浜1-1-1 コンピュータ関連業務類 ソフトウェア開発及び販売・保守 県外

（株）管総研 代表取締役社長 川久保　知一 兵庫県尼崎市浜1-1-1 リース・レンタル業類 ソフトウェア開発及び販売・保守 県外

（株）菊池家具製作所 代表取締役 菊池　邦雄 石川県かほく市森カ58 家具類 造付家具、スチール家具、木製家具、特注家具 県内

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12 東京営業所 その他
議会会議録作成、各種会議等録音反訳、音声認式システム、議会会議録
検索システム・議会映像配信システム・議会資料共有システムの運用、保
守、データ加工、議場音響録音機器・映像配信機器等販売、賃貸権

県外

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12 東京営業所 コンピュータ関連業務類

議会会議録作成、各種会議等録音反訳、音声認式システム、議会会議録
検索システム・議会映像配信システム・議会資料共有システムの運用、保
守、データ加工、議場音響録音機器・映像配信機器等販売、賃貸権

県外

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12 東京営業所 電気器具類
議会会議録作成、各種会議等録音反訳、音声認式システム、議会会議録
検索システム・議会映像配信システム・議会資料共有システムの運用、保
守、データ加工、議場音響録音機器・映像配信機器等販売、賃貸権

県外
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（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12 東京営業所 リース・レンタル業類

議会会議録作成、各種会議等録音反訳、音声認式システム、議会会議録
検索システム・議会映像配信システム・議会資料共有システムの運用、保
守、データ加工、議場音響録音機器・映像配信機器等販売、賃貸権

県外

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23 その他
会議録の作成。会議録検索・映像配信システムの運用。録音・映像設備販
売設置等。

県外

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23 コンピュータ関連業務類
会議録の作成。会議録検索・映像配信システムの運用。録音・映像設備販
売設置等。

県外

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23 電気器具類
会議録の作成。会議録検索・映像配信システムの運用。録音・映像設備販
売設置等。

県外

北島自動車 代表者 北島　康正 輪島市鳳至町下町163-12 車両類 自動車本体及びその関連部品 市内

北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地15-32 コンピュータ関連業務類
福祉総合システム及び滞納整理システムの開発、運用、保守　パソコン、
サーバ、パソコン周辺機器　既成ソフトウェア等の販売

県外

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 コンピュータ関連業務類

地上測量・航空写真測量・ナローマルチビーム測深を含む深浅測量。三次
元データ取得解析・利活用。GIS（地理情報システム）用データ構築・作成。
三次元データ取得・解析・利活用・UAV撮影

県内

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 印刷（一般）類
地上測量・航空写真測量・ナローマルチビーム測深を含む深浅測量。三次
元データ取得解析・利活用。GIS（地理情報システム）用データ構築・作成。
三次元データ取得・解析・利活用・UAV撮影

県内

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 写真類
地上測量・航空写真測量・ナローマルチビーム測深を含む深浅測量。三次
元データ取得解析・利活用。GIS（地理情報システム）用データ構築・作成。
三次元データ取得・解析・利活用・UAV撮影

県内

キャノンメディカルシステムズ（株） 代表取締役社長 瀧口　登志夫 栃木県大田原市下石上1385 北陸支店 理科医療機器類
医療機器販売（診断用Ｘ線装置、医用Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音波診断
装置、診断用核医学装置、治療用機器、医用検体検査機器、医用コン
ピュータ・システム他）、医用機器修理・保守

県外

キャノンメディカルシステムズ（株） 代表取締役社長 瀧口　登志夫 栃木県大田原市下石上1385 北陸支店 事務器具類
医療機器販売（診断用Ｘ線装置、医用Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音波診断
装置、診断用核医学装置、治療用機器、医用検体検査機器、医用コン
ピュータ・システム他）、医用機器修理・保守

県外

キャノンメディカルシステムズ（株） 代表取締役社長 瀧口　登志夫 栃木県大田原市下石上1385 北陸支店 車両類
医療機器販売（診断用Ｘ線装置、医用Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音波診断
装置、診断用核医学装置、治療用機器、医用検体検査機器、医用コン
ピュータ・システム他）、医用機器修理・保守

県外

キャノンメディカルファイナンス（株） 代表取締役 田仲　純 東京都中央区日本橋人形町2-14-10 リース・レンタル業類 Ｘ線診断システム、ＣＴシステム、ＭＲＩシステム等医療機器 県外

（株）キャンサースキャン 代表取締役 福吉　潤 東京都品川区西五反田1-3-8 その他
特定検診・がん検診受信勧奨及びデータ分析業務、減薬・重症化予防事
業

県外

（株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 コンピュータ関連業務類

一般印刷、図書、定期刊行物、ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ
及び周辺機器の販売、地方計画・都市計画等調査研究、ＯＡ機器のリー
ス、イベント企画運営、講師派遣、映像物・音響の制作。

県外

（株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 印刷（一般）類
一般印刷、図書、定期刊行物、ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ
及び周辺機器の販売、地方計画・都市計画等調査研究、ＯＡ機器のリー
ス、イベント企画運営、講師派遣、映像物・音響の制作。

県外

（株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 企画展示広告・映画・室内デザイン類

一般印刷、図書、定期刊行物、ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ
及び周辺機器の販売、地方計画・都市計画等調査研究、ＯＡ機器のリー
ス、イベント企画運営、講師派遣、映像物・音響の制作。

県外

（株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 リース・レンタル業類

一般印刷、図書、定期刊行物、ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ
及び周辺機器の販売、地方計画・都市計画等調査研究、ＯＡ機器のリー
ス、イベント企画運営、講師派遣、映像物・音響の制作。

県外

（株）ぎょうせい 代表取締役社長 成吉　弘次 東京都江東区新木場1-18-11 東海支社 その他
一般印刷、図書、定期刊行物、ソフトウェア開発、データ入力、コンピュータ
及び周辺機器の販売、地方計画・都市計画等調査研究、ＯＡ機器のリー
ス、イベント企画運営、講師派遣、映像物・音響の制作。

県外

共和化工（株） 代表取締役 吉村　俊治 東京都品川区西五反田7-25-19 S&K環境ワクチンセンター南砺事業所 不用品 産業廃棄物処理（堆肥化）、下水汚泥 県外

共和化工（株） 代表取締役 吉村　俊治 東京都品川区西五反田7-25-19 S&K環境ワクチンセンター南砺事業所 農薬・肥料・飼料類 肥料（かんとりースーパー南砺）肥料 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 その他
小水力発電（当社開発　双反転方式）：落差1m・流量0.2m3/の場合で約
1.5km出力

県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 印刷（一般）類
小水力発電（当社開発　双反転方式）：落差1m・流量0.2m3/の場合で約
1.5km出力

県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 機械器具類
小水力発電（当社開発　双反転方式）：落差1m・流量0.2m3/の場合で約
1.5km出力

県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 コンピュータ関連業務類
小水力発電（当社開発　双反転方式）：落差1m・流量0.2m3/の場合で約
1.5km出力

県外

極東開発工業（株） 取締役社長 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園ﾛ6-1-45 機械器具類
①ごみ処理関連機器及び部品の製造と販売　例）大・中・小小型破砕機、
各種選別機など　②ごみ処理関連部品の製造と販売　③特殊用途自動車
の製造と販売　例）塵芥収集車、散水車など

県外

極東開発工業（株） 取締役社長 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園ﾛ6-1-45 その他
①ごみ処理関連機器及び部品の製造と販売　例）大・中・小小型破砕機、
各種選別機など　②ごみ処理関連部品の製造と販売　③特殊用途自動車
の製造と販売　例）塵芥収集車、散水車など

県外

極東開発工業（株） 取締役社長 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園ﾛ6-1-45 車両類
①ごみ処理関連機器及び部品の製造と販売　例）大・中・小小型破砕機、
各種選別機など　②ごみ処理関連部品の製造と販売　③特殊用途自動車
の製造と販売　例）塵芥収集車、散水車など

県外

極東サービス（株） 代表取締役 島田　直弥 千葉県八千代市上高野1823-1 大阪営業所 機械器具類 清掃工場内天井クレーン・バケット及び関連部品 県外

極東サービスエンジニアリング（株） 代表取締役 山根　哲 東京都品川区東品川3-15-10 その他 ごみ処理施設の設備及機器の部品 県外

極東サービスエンジニアリング（株） 代表取締役 山根　哲 東京都品川区東品川3-15-10 機械器具類 ごみ処理施設の設備及機器の部品 県外

（株）近畿日本ツーリスト中部 代表取締役社長 中津　功 愛知県名古屋市中村区名駅南1-27-2 金沢支店 その他 旅行業務コンサル一式 県外

キングラン中部（株） 代表取締役 林　哲也 岐阜県羽島市上中町長間2485 北陸支店 リース・レンタル業類

医療・福祉の施設を中心にカーテン類のリース（メンテナンス付のリース）を
行っております。また、カーテン類の販売及びクリーニング業務も行っており
ます。

県外

キングラン中部（株） 代表取締役 林　哲也 岐阜県羽島市上中町長間2485 北陸支店 その他
医療・福祉の施設を中心にカーテン類のリース（メンテナンス付のリース）を
行っております。また、カーテン類の販売及びクリーニング業務も行っており
ます。

県外

キングラン中部（株） 代表取締役 林　哲也 岐阜県羽島市上中町長間2485 北陸支店 家具類
医療・福祉の施設を中心にカーテン類のリース（メンテナンス付のリース）を
行っております。また、カーテン類の販売及びクリーニング業務も行っており
ます。

県外

キングラン中部（株） 代表取締役 林　哲也 岐阜県羽島市上中町長間2485 北陸支店 理科医療機器類
医療・福祉の施設を中心にカーテン類のリース（メンテナンス付のリース）を
行っております。また、カーテン類の販売及びクリーニング業務も行っており
ます。

県外

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 電気器具類
防災行政無線、消防用緊急連絡システム、気象観測機器、船舶用通信機
器、ＣＡＴＶ、ＩＴＶ、テレメータ、放射線監視システム、デジタル複合機、パソ
コン、無停電電源装置、ＡＶ機器

県内

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 事務器具類
防災行政無線、消防用緊急連絡システム、気象観測機器、船舶用通信機
器、ＣＡＴＶ、ＩＴＶ、テレメータ、放射線監視システム、デジタル複合機、パソ
コン、無停電電源装置、ＡＶ機器

県内
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銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 測量機器類
防災行政無線、消防用緊急連絡システム、気象観測機器、船舶用通信機
器、ＣＡＴＶ、ＩＴＶ、テレメータ、放射線監視システム、デジタル複合機、パソ
コン、無停電電源装置、ＡＶ機器

県内

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 機械器具類
防災行政無線、消防用緊急連絡システム、気象観測機器、船舶用通信機
器、ＣＡＴＶ、ＩＴＶ、テレメータ、放射線監視システム、デジタル複合機、パソ
コン、無停電電源装置、ＡＶ機器

県内

（株）金太 代表取締役社長 南　志郎 石川県金沢市泉本町5丁目61 機械器具類
ガードパイプ、ガードレール、鋼管杭、防護柵、ガードケーブル、グレーチン
グ、入孔鉄蓋、フェンス類、鋼材全般、建材全般、ホイスト、クレーン、工作
機械、道路標識、交通標識、保安用品

県内

（株）金太 代表取締役社長 南　志郎 石川県金沢市泉本町5丁目61 原材料類
ガードパイプ、ガードレール、鋼管杭、防護柵、ガードケーブル、グレーチン
グ、入孔鉄蓋、フェンス類、鋼材全般、建材全般、ホイスト、クレーン、工作
機械、道路標識、交通標識、保安用品

県内

（株）金太 代表取締役社長 南　志郎 石川県金沢市泉本町5丁目61 看板・標識・保安用品類

ガードパイプ、ガードレール、鋼管杭、防護柵、ガードケーブル、グレーチン
グ、入孔鉄蓋、フェンス類、鋼材全般、建材全般、ホイスト、クレーン、工作
機械、道路標識、交通標識、保安用品

県内

クボタ環境サービス（株） 代表取締役 三谷　博德 東京都中央区京橋2-1-3 大阪支社 機械器具類
ポンプ、ノズル、バルブ、コンベア等、上下水道施設内の諸機器。活性炭、
高分子凝集剤等、工業製品

県外

クボタ環境サービス（株） 代表取締役 三谷　博德 東京都中央区京橋2-1-3 大阪支社 薬品類
ポンプ、ノズル、バルブ、コンベア等、上下水道施設内の諸機器。活性炭、
高分子凝集剤等、工業製品

県外

（株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 不用品
不用パソコンなど情報機器の買受、中古パソコン及び周辺機器、計測用記
録紙・プロッタ用紙

県外

（株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 事務器具類
不用パソコンなど情報機器の買受、中古パソコン及び周辺機器、計測用記
録紙・プロッタ用紙

県外

（株）グリーンかんきょうネット 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 紙類
不用パソコンなど情報機器の買受、中古パソコン及び周辺機器、計測用記
録紙・プロッタ用紙

県外

（株）クリタス 代表取締役 鎌田　裕久 東京都豊島区南池袋1-11-22 東海支店 機械器具類
別紙参照　（別紙より抜粋（機械器具・部品等）（工業薬品等）（計測機器
類））

県外

クリタ北陸（株） 代表取締役 清水　憲 富山県富山市蓮町1-11-12 金沢営業所 薬品類
ボイラ水処理薬品、冷却水水処理薬品、凝集剤、脱水剤、その他水処理薬
品、工業薬品、イオン交換樹脂、各種ろ剤、他

県外

（株）クレステック 代表取締役 髙林　彰 静岡県浜松市東区笠井新田町676 コンピュータ関連業務類

例規集データベースシステム「じょうれいくん」開発・保守・運用管理　印刷
サーバ等機器納入　サーバ等リース　翻訳　人材派遣　研修　例規整備支
援遣

県外

（株）クレステック 代表取締役 髙林　彰 静岡県浜松市東区笠井新田町676 印刷（軽印刷）類
例規集データベースシステム「じょうれいくん」開発・保守・運用管理　印刷
サーバ等機器納入　サーバ等リース　翻訳　人材派遣　研修　例規整備支
援遣

県外

（株）クレステック 代表取締役 髙林　彰 静岡県浜松市東区笠井新田町676 事務器具類
例規集データベースシステム「じょうれいくん」開発・保守・運用管理　印刷
サーバ等機器納入　サーバ等リース　翻訳　人材派遣　研修　例規整備支
援遣

県外

（株）クレステック 代表取締役 髙林　彰 静岡県浜松市東区笠井新田町676 リース・レンタル業類

例規集データベースシステム「じょうれいくん」開発・保守・運用管理　印刷
サーバ等機器納入　サーバ等リース　翻訳　人材派遣　研修　例規整備支
援遣

県外

（株）クレステック 代表取締役 髙林　彰 静岡県浜松市東区笠井新田町676 その他
例規集データベースシステム「じょうれいくん」開発・保守・運用管理　印刷
サーバ等機器納入　サーバ等リース　翻訳　人材派遣　研修　例規整備支
援遣

県外

（株）グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 代表取締役 渡辺　幸子
東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア5F

その他
医療に特化したコンサルティングサービス、病院経営戦略策定支援、DPC
関連支援、コストマネジメント、手術室改善、地域連携・集患対策等

県外

（株）グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 代表取締役 渡辺　幸子
東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア5F

コンピュータ関連業務類
医療に特化したコンサルティングサービス、病院経営戦略策定支援、DPC
関連支援、コストマネジメント、手術室改善、地域連携・集患対策等

県外

グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 兵庫県姫路市下手野1-3-1 石川中央営業所 事務器具類
選挙関連機器、、窓口番号表示機、診療費支払機、通貨処理機、券売機、
顔認証システム、サプライ商品、ソフトウエア開発、機器メンテナンス

県外

グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 兵庫県姫路市下手野1-3-1 石川中央営業所 電気器具類
選挙関連機器、、窓口番号表示機、診療費支払機、通貨処理機、券売機、
顔認証システム、サプライ商品、ソフトウエア開発、機器メンテナンス

県外

グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 兵庫県姫路市下手野1-3-1 石川中央営業所 コンピュータ関連業務類
選挙関連機器、、窓口番号表示機、診療費支払機、通貨処理機、券売機、
顔認証システム、サプライ商品、ソフトウエア開発、機器メンテナンス

県外

グローリー（株） 代表取締役社長 三和　元純 兵庫県姫路市下手野1-3-1 石川中央営業所 紙類
選挙関連機器、、窓口番号表示機、診療費支払機、通貨処理機、券売機、
顔認証システム、サプライ商品、ソフトウエア開発、機器メンテナンス

県外

黒崎産業（株） 代表取締役 黒崎　嘉之 石川県金沢市湊3-3-1 薬品類 活性炭、消石灰、次亜塩素ソーダ、ポリ塩化アルミニウム 県内

（株）Ｋ・アール 代表取締役 亀井　清 石川県鹿島郡中能登町二宮ロ-95 生産管理 不用品
ＰＥＴボトルベール品を買い取り、選別、洗浄、破砕し、フレークを製造する。
フレークを国内メーカーに販売。

県内

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 家具類
木製家具、議場家具、教育施設用学習机・椅子、移動ステージ等の公共施
設の諸設備及び備品

県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 コンピュータ関連業務類 ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力作業等 県外

（株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 東京都墨田区両国1-12-8 印刷（一般）類
介護保険ガイドブック、パンフレット、リーフレット、ポスターなど。介護保険
冊子、国保啓発冊子など。特定健診・保健指導事業などの企画運営。講演
会・講習会などの企画運営。

県外

（株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 東京都墨田区両国1-12-8 印刷（軽印刷）類
介護保険ガイドブック、パンフレット、リーフレット、ポスターなど。介護保険
冊子、国保啓発冊子など。特定健診・保健指導事業などの企画運営。講演
会・講習会などの企画運営。

県外

（株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 東京都墨田区両国1-12-8 文具類
介護保険ガイドブック、パンフレット、リーフレット、ポスターなど。介護保険
冊子、国保啓発冊子など。特定健診・保健指導事業などの企画運営。講演
会・講習会などの企画運営。

県外

（株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 東京都墨田区両国1-12-8 企画展示広告・映画・室内デザイン類

介護保険ガイドブック、パンフレット、リーフレット、ポスターなど。介護保険
冊子、国保啓発冊子など。特定健診・保健指導事業などの企画運営。講演
会・講習会などの企画運営。

県外

（株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 東京都墨田区両国1-12-8 その他
介護保険ガイドブック、パンフレット、リーフレット、ポスターなど。介護保険
冊子、国保啓発冊子など。特定健診・保健指導事業などの企画運営。講演
会・講習会などの企画運営。

県外

（有）小池田教材 代表取締役 小池田　浩治 石川県かほく市内日角3-51 文具類
保育所、子育て支援センター等の教材及び用品、遊具、園庭遊具（すべり
台等）、楽器及びマーチング用品、画材、ＣＤ、ＤＶＤ、保育用イス、机、ハン
ガー、整理棚、絵本棚の他、マット・とび箱等のスポーツ用品

県内

（有）小池田教材 代表取締役 小池田　浩治 石川県かほく市内日角3-51 運動具類
保育所、子育て支援センター等の教材及び用品、遊具、園庭遊具（すべり
台等）、楽器及びマーチング用品、画材、ＣＤ、ＤＶＤ、保育用イス、机、ハン
ガー、整理棚、絵本棚の他、マット・とび箱等のスポーツ用品

県内

（有）小池田教材 代表取締役 小池田　浩治 石川県かほく市内日角3-51 家具類
保育所、子育て支援センター等の教材及び用品、遊具、園庭遊具（すべり
台等）、楽器及びマーチング用品、画材、ＣＤ、ＤＶＤ、保育用イス、机、ハン
ガー、整理棚、絵本棚の他、マット・とび箱等のスポーツ用品

県内

（有）小池田教材 代表取締役 小池田　浩治 石川県かほく市内日角3-51 楽器類
保育所、子育て支援センター等の教材及び用品、遊具、園庭遊具（すべり
台等）、楽器及びマーチング用品、画材、ＣＤ、ＤＶＤ、保育用イス、机、ハン
ガー、整理棚、絵本棚の他、マット・とび箱等のスポーツ用品

県内
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税理士法人　合同経営会計事務所 代表社員 熊木　克英 福井県福井市西開発1-2503-1 その他 公会計支援業務 県外

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 その他
会議録作成（音声反訳・速記）、議会映像配信・会議録検索・自動音声認識
システム開発保守、議場用音響映像システム機器の販売賃貸、議会等納
品用会議録の印刷製本

県外

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 コンピュータ関連業務類

会議録作成（音声反訳・速記）、議会映像配信・会議録検索・自動音声認識
システム開発保守、議場用音響映像システム機器の販売賃貸、議会等納
品用会議録の印刷製本

県外

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 電気器具類
会議録作成（音声反訳・速記）、議会映像配信・会議録検索・自動音声認識
システム開発保守、議場用音響映像システム機器の販売賃貸、議会等納
品用会議録の印刷製本

県外

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 印刷（軽印刷）類
会議録作成（音声反訳・速記）、議会映像配信・会議録検索・自動音声認識
システム開発保守、議場用音響映像システム機器の販売賃貸、議会等納
品用会議録の印刷製本

県外

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 コンピュータ関連業務類 データ入力業務、頁物、パンフ、地図、環境アセスメント調査等。 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 印刷（一般）類 データ入力業務、頁物、パンフ、地図、環境アセスメント調査等。 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 印刷（軽印刷）類 データ入力業務、頁物、パンフ、地図、環境アセスメント調査等。 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 写真類 データ入力業務、頁物、パンフ、地図、環境アセスメント調査等。 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 その他 データ入力業務、頁物、パンフ、地図、環境アセスメント調査等。 県内

（株）越村商店 代表取締役 越村　正人 石川県金沢市近岡町795 不用品
古紙・古着・空き缶・空き瓶の回収、産業廃棄物収集運搬・中間処理、機密
文書裁断処理

県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力、インターネットコンテンツ
の作成、各種パッケージソフトの販売、リース、レンタル

県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 リース・レンタル業類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力、インターネットコンテンツ
の作成、各種パッケージソフトの販売、リース、レンタル

県内

コマツ石川（株） 代表取締役 米井　裕一 石川県金沢市神宮寺3-1-20 穴水支店 機械器具類
コマツ製の建設機械・産業機械・除雪機械の販売、修理及びこれらの製品
と建設資材のレンタル業

県内

コマツ石川（株） 代表取締役 米井　裕一 石川県金沢市神宮寺3-1-20 穴水支店 車両類
コマツ製の建設機械・産業機械・除雪機械の販売、修理及びこれらの製品
と建設資材のレンタル業

県内

コマツ石川（株） 代表取締役 米井　裕一 石川県金沢市神宮寺3-1-20 穴水支店 リース・レンタル業類
コマツ製の建設機械・産業機械・除雪機械の販売、修理及びこれらの製品
と建設資材のレンタル業

県内

（株）コムラ 代表取締役 古村　哲治 石川県金沢市諸江町上丁574 理科医療機器類
医療機器（X線装置、MRI、CT装置、超音波診断装置、物療機器、ベッド、福
祉機器、介護用品）、循環機器（ペースメーカー、PTCA関連製品）、救命救
急機器（AED）、医療消耗品、レセプトコンピューター他

県内

（株）コムラ 代表取締役 古村　哲治 石川県金沢市諸江町上丁574 被服類
医療機器（X線装置、MRI、CT装置、超音波診断装置、物療機器、ベッド、福
祉機器、介護用品）、循環機器（ペースメーカー、PTCA関連製品）、救命救
急機器（AED）、医療消耗品、レセプトコンピューター他

県内

（株）コムラ 代表取締役 古村　哲治 石川県金沢市諸江町上丁574 薬品類
医療機器（X線装置、MRI、CT装置、超音波診断装置、物療機器、ベッド、福
祉機器、介護用品）、循環機器（ペースメーカー、PTCA関連製品）、救命救
急機器（AED）、医療消耗品、レセプトコンピューター他

県内

（株）コムラ 代表取締役 古村　哲治 石川県金沢市諸江町上丁574 コンピュータ関連業務類

医療機器（X線装置、MRI、CT装置、超音波診断装置、物療機器、ベッド、福
祉機器、介護用品）、循環機器（ペースメーカー、PTCA関連製品）、救命救
急機器（AED）、医療消耗品、レセプトコンピューター他

県内

（株）コムラ 代表取締役 古村　哲治 石川県金沢市諸江町上丁574 消防用品類
医療機器（X線装置、MRI、CT装置、超音波診断装置、物療機器、ベッド、福
祉機器、介護用品）、循環機器（ペースメーカー、PTCA関連製品）、救命救
急機器（AED）、医療消耗品、レセプトコンピューター他

県内

小山（株） 代表取締役 小山　智士 奈良県奈良市大森町47-3 北陸営業所 リース・レンタル業類

寝具類・タオル類・白衣類・繊維製品全般　カーテン・ブラインド・絨毯等　災
害用備蓄毛布・非常用備蓄食料・非常用水・災害用備蓄品等　木製家具・
金属製家具・事務備品全般の販売　寝具類・リネン類・カーテン類の丸洗い
業務及びクリーニング業務　寝具類の消毒乾燥業務

県外

小山（株） 代表取締役 小山　智士 奈良県奈良市大森町47-3 北陸営業所 その他

寝具類・タオル類・白衣類・繊維製品全般　カーテン・ブラインド・絨毯等　災
害用備蓄毛布・非常用備蓄食料・非常用水・災害用備蓄品等　木製家具・
金属製家具・事務備品全般の販売　寝具類・リネン類・カーテン類の丸洗い
業務及びクリーニング業務　寝具類の消毒乾燥業務

県外

小山（株） 代表取締役 小山　智士 奈良県奈良市大森町47-3 北陸営業所 家具類

寝具類・タオル類・白衣類・繊維製品全般　カーテン・ブラインド・絨毯等　災
害用備蓄毛布・非常用備蓄食料・非常用水・災害用備蓄品等　木製家具・
金属製家具・事務備品全般の販売　寝具類・リネン類・カーテン類の丸洗い
業務及びクリーニング業務　寝具類の消毒乾燥業務

県外

小山（株） 代表取締役 小山　智士 奈良県奈良市大森町47-3 北陸営業所 被服類

寝具類・タオル類・白衣類・繊維製品全般　カーテン・ブラインド・絨毯等　災
害用備蓄毛布・非常用備蓄食料・非常用水・災害用備蓄品等　木製家具・
金属製家具・事務備品全般の販売　寝具類・リネン類・カーテン類の丸洗い
業務及びクリーニング業務　寝具類の消毒乾燥業務

県外

小山（株） 代表取締役 小山　智士 奈良県奈良市大森町47-3 北陸営業所 消防用品類

寝具類・タオル類・白衣類・繊維製品全般　カーテン・ブラインド・絨毯等　災
害用備蓄毛布・非常用備蓄食料・非常用水・災害用備蓄品等　木製家具・
金属製家具・事務備品全般の販売　寝具類・リネン類・カーテン類の丸洗い
業務及びクリーニング業務　寝具類の消毒乾燥業務

県外

（株）五輪 代表取締役 宮本　岳司朗 富山県富山市奥田新町12-3 その他 火葬業務委託（斎場の運営並びに保守管理） 県外

金剛（株） 代表取締役 田中　稔彦 熊本県熊本市西区上熊本3-8-1 名古屋支店北陸営業所 家具類
移動棚、書架、物品棚、壁面収納家具、金庫、ロッカー、机、椅子、キャビ
ネット、図書館家具、木製家具

県外

（株）コンピューターサポート 代表取締役 岸本　陽一 青森県八戸市長苗代字二日市7-7 コンピュータ関連業務類
増高申請書類作成委託業務に関する作業など。申請書類作成システムや
字切図作成システム、過年災管理システムの開発・販売など。

県外

（株）サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里2-40-10 名古屋事務所 その他
世論調査、市場調査、交通量調査、総合計画策定　データ入力・集計・分
析等

県外

（株）サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里2-40-10 名古屋事務所 コンピュータ関連業務類
世論調査、市場調査、交通量調査、総合計画策定　データ入力・集計・分
析等

県外

（有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 埼玉県秩父市下影森4057-11 印刷（一般）類 回覧板、広報綴り、オリジナルファイル・チラシ・ポスター・パンフレット 県外

（有）サイシン広告 代表取締役 岸本　穂 埼玉県秩父市下影森4057-11 企画展示広告・映画・室内デザイン類 回覧板、広報綴り、オリジナルファイル・チラシ・ポスター・パンフレット 県外

（株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 企画展示広告・映画・室内デザイン類

地域行政情報誌『わが街事典』及び地域住民への広報に必要な印刷物の
企画・制作・印刷・配布をはじめ、行政情報発信アプリの開発や、ふるさと
納税支援事業、段ボール仮設ハウス、サーマルカメラの販売等を行ってお
ります。

県外

（株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 コンピュータ関連業務類

地域行政情報誌『わが街事典』及び地域住民への広報に必要な印刷物の
企画・制作・印刷・配布をはじめ、行政情報発信アプリの開発や、ふるさと
納税支援事業、段ボール仮設ハウス、サーマルカメラの販売等を行ってお
ります。

県外

（株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 その他

地域行政情報誌『わが街事典』及び地域住民への広報に必要な印刷物の
企画・制作・印刷・配布をはじめ、行政情報発信アプリの開発や、ふるさと
納税支援事業、段ボール仮設ハウス、サーマルカメラの販売等を行ってお
ります。

県外
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（株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 印刷（一般）類

地域行政情報誌『わが街事典』及び地域住民への広報に必要な印刷物の
企画・制作・印刷・配布をはじめ、行政情報発信アプリの開発や、ふるさと
納税支援事業、段ボール仮設ハウス、サーマルカメラの販売等を行ってお
ります。

県外

（株）サウンド・ソニック 代表取締役 三浦　恒夫 石川県金沢市間明町2-135 企画展示広告・映画・室内デザイン類

総合イベントプロデュース＝各種イベント、博覧会、式典、展示会、大会、学
会、ショー・コンサートの企画制作。芸能・音楽、文化人の斡旋。音響、照
明、映像、舞台装置の設営及び技術運営、販売。ＣＭ政策、録音・録画、番
組等の製作。会館ホール等の技術委託及び運営管理。

県内

（株）サウンド・ソニック 代表取締役 三浦　恒夫 石川県金沢市間明町2-135 電気器具類

総合イベントプロデュース＝各種イベント、博覧会、式典、展示会、大会、学
会、ショー・コンサートの企画制作。芸能・音楽、文化人の斡旋。音響、照
明、映像、舞台装置の設営及び技術運営、販売。ＣＭ政策、録音・録画、番
組等の製作。会館ホール等の技術委託及び運営管理。

県内

（株）サウンド・ソニック 代表取締役 三浦　恒夫 石川県金沢市間明町2-135 看板・標識・保安用品類

総合イベントプロデュース＝各種イベント、博覧会、式典、展示会、大会、学
会、ショー・コンサートの企画制作。芸能・音楽、文化人の斡旋。音響、照
明、映像、舞台装置の設営及び技術運営、販売。ＣＭ政策、録音・録画、番
組等の製作。会館ホール等の技術委託及び運営管理。

県内

（株）サウンド・ソニック 代表取締役 三浦　恒夫 石川県金沢市間明町2-135 楽器類

総合イベントプロデュース＝各種イベント、博覧会、式典、展示会、大会、学
会、ショー・コンサートの企画制作。芸能・音楽、文化人の斡旋。音響、照
明、映像、舞台装置の設営及び技術運営、販売。ＣＭ政策、録音・録画、番
組等の製作。会館ホール等の技術委託及び運営管理。

県内

（株）サウンド・ソニック 代表取締役 三浦　恒夫 石川県金沢市間明町2-135 リース・レンタル業類

総合イベントプロデュース＝各種イベント、博覧会、式典、展示会、大会、学
会、ショー・コンサートの企画制作。芸能・音楽、文化人の斡旋。音響、照
明、映像、舞台装置の設営及び技術運営、販売。ＣＭ政策、録音・録画、番
組等の製作。会館ホール等の技術委託及び運営管理。

県内

佐川急便（株） 代表取締役 本村　正秀 京都府京都市南区上鳥羽角田町68 北陸支店 その他

貨物運送業を主に、事務所移転に伴う引越関係、大型家具施設等の輸送
や、社内間の輸送、ルート配送など、荷物のみならず輸送にかかわるすべ
ての物流をトータルでサポートいたします。動物、ワクチンにも対応いたしま
す。

県外

笹谷商事（株） 代表取締役 笹谷　彦一郎 石川県七尾市寿町112-17 薬品類
水道用水処理薬品　次亜塩素酸ナトリウム　アロンクリン　活性炭　ポリ塩
化アルミニウム　その他　水質計量機器　その他　肥料　農薬　農業資材
その他

県内

笹谷商事（株） 代表取締役 笹谷　彦一郎 石川県七尾市寿町112-17 農薬・肥料・飼料類
水道用水処理薬品　次亜塩素酸ナトリウム　アロンクリン　活性炭　ポリ塩
化アルミニウム　その他　水質計量機器　その他　肥料　農薬　農業資材
その他

県内

笹谷商事（株） 代表取締役 笹谷　彦一郎 石川県七尾市寿町112-17 種苗・水槽・動物
水道用水処理薬品　次亜塩素酸ナトリウム　アロンクリン　活性炭　ポリ塩
化アルミニウム　その他　水質計量機器　その他　肥料　農薬　農業資材
その他

県内

笹谷商事（株） 代表取締役 笹谷　彦一郎 石川県七尾市寿町112-17 不用品
水道用水処理薬品　次亜塩素酸ナトリウム　アロンクリン　活性炭　ポリ塩
化アルミニウム　その他　水質計量機器　その他　肥料　農薬　農業資材
その他

県内

笹谷商事（株） 代表取締役 笹谷　彦一郎 石川県七尾市寿町112-17 その他
水道用水処理薬品　次亜塩素酸ナトリウム　アロンクリン　活性炭　ポリ塩
化アルミニウム　その他　水質計量機器　その他　肥料　農薬　農業資材
その他

県内

（株）里谷組 代表取締役 里谷　光弘 輪島市塚田町2-14 電気器具類 ソーラーエネルギー利用機器製品 市内

沢田エンジニアリング（株） 代表取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 薬品類 下水道活性炭、下水道脱水凝集剤 市内

沢田自動車 澤田　勝 輪島市小伊勢町日隅6-1 車両類
自動車、自動車部品・用品、中古自動車、自動車販売・整備・鈑金塗装、損
害保険代理店

市内

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 家具類 舞台幕・舞台大道具 県外

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 その他 舞台幕・舞台大道具 県外

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 消防用品類 消化器・消火設備・避難器具・消防ホース・災害緊急用品・厨房機器 県内

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 機械器具類 消化器・消火設備・避難器具・消防ホース・災害緊急用品・厨房機器 県内

（株）サンリーク 代表取締役 小東　雅彦 大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23 その他 上水道漏水調査 県外

GEヘルスケア・ジャパン（株） 代表取締役 多田　荘一郎 東京都日野市旭が丘4-7-127 北陸支店 理科医療機器類
全身用コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴断層撮影装置、超音波診断
装置、X線撮影装置、シンチレーションカメラ/ポジトロン断層撮影装置、骨
密度測定装置、医療情報システム、画像情報管理/処理装置等

県外

（株）ジーエスエフ 代表取締役 善田　高志 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他 給食調理などの受託業務 県外

ジーエムいちはら工業（株） 代表取締役 光野　幸子 栃木県鹿沼市樅山町上原267 消防用品類 各種消防ポンプ自動車 県外

（株）ＪＲ西日本コミュニケーションズ 代表取締役社長 野中　雅志 大阪府大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ8階 北陸支店 企画展示広告・映画・室内デザイン類 観光キャンペーン、観光情報発信等 県外

（株）ＪＲ西日本コミュニケーションズ 代表取締役社長 野中　雅志 大阪府大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ8階 北陸支店 印刷（一般）類 観光キャンペーン、観光情報発信等 県外

（株）ＪＲ西日本コミュニケーションズ 代表取締役社長 野中　雅志 大阪府大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ8階 北陸支店 看板・標識・保安用品類 観光キャンペーン、観光情報発信等 県外

（株）ＪＲ西日本コミュニケーションズ 代表取締役社長 野中　雅志 大阪府大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ8階 北陸支店 コンピュータ関連業務類 観光キャンペーン、観光情報発信等 県外

（株）ジェイ・エス・エス 代表取締役 杉本　昌啓 石川県金沢市示野中町2-115 コンピュータ関連業務類

1.コンピュータによる情報サービス及び情報提供サービス、2.ソフトウェアの
開発及び販売、3.コンピュータ要員の派遣及び教育、4.コンピュータ並びに
同関連機器等の販売及び賃貸

県内

（株）ジェイ・エス・エス 代表取締役 杉本　昌啓 石川県金沢市示野中町2-115 事務器具類
1.コンピュータによる情報サービス及び情報提供サービス、2.ソフトウェアの
開発及び販売、3.コンピュータ要員の派遣及び教育、4.コンピュータ並びに
同関連機器等の販売及び賃貸

県内

（株）ジェイ・エス・エス 代表取締役 杉本　昌啓 石川県金沢市示野中町2-115 理科医療機器類
1.コンピュータによる情報サービス及び情報提供サービス、2.ソフトウェアの
開発及び販売、3.コンピュータ要員の派遣及び教育、4.コンピュータ並びに
同関連機器等の販売及び賃貸

県内

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 代表取締役 古野　浩樹
東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング

コーポレートソリューション部 企画展示広告・映画・室内デザイン類

イベント、公告、プロモーション、マーケティング、各種事務局等の運営、集
客交流、地域振興、試験・施設・研修等の運営、ＨＰ・デジタルコンテンツの
作成等

県外

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 代表取締役 古野　浩樹
東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング

コーポレートソリューション部 コンピュータ関連業務類

イベント、公告、プロモーション、マーケティング、各種事務局等の運営、集
客交流、地域振興、試験・施設・研修等の運営、ＨＰ・デジタルコンテンツの
作成等

県外

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 代表取締役 古野　浩樹
東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング

コーポレートソリューション部 印刷（一般）類
イベント、公告、プロモーション、マーケティング、各種事務局等の運営、集
客交流、地域振興、試験・施設・研修等の運営、ＨＰ・デジタルコンテンツの
作成等

県外

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 代表取締役 古野　浩樹
東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング

コーポレートソリューション部 その他
イベント、公告、プロモーション、マーケティング、各種事務局等の運営、集
客交流、地域振興、試験・施設・研修等の運営、ＨＰ・デジタルコンテンツの
作成等

県外

（株）ジェスクホリウチ 代表取締役 今井　秀夫 石川県金沢市泉3-1-6 金沢支店 電気器具類 可変速装置、非常用電源装置、監視制御装置 県内

（株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 東京都千代田区丸の内3-4-1 （株）ＪＥＣＣ リース・レンタル業類

電子計算機、ＯＡ機器、情報処理機器、複写機、通信機器等のリース・レン
タル、情報系アウトソーシング（ハウジング・ホスティング）、不用品買受（ＰＣ
等）

県外

（株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 東京都千代田区丸の内3-4-1 （株）ＪＥＣＣ コンピュータ関連業務類

電子計算機、ＯＡ機器、情報処理機器、複写機、通信機器等のリース・レン
タル、情報系アウトソーシング（ハウジング・ホスティング）、不用品買受（ＰＣ
等）

県外
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（株）ＪＥＣＣ 取締役社長 桑田　始 東京都千代田区丸の内3-4-1 （株）ＪＥＣＣ 不用品
電子計算機、ＯＡ機器、情報処理機器、複写機、通信機器等のリース・レン
タル、情報系アウトソーシング（ハウジング・ホスティング）、不用品買受（ＰＣ
等）

県外

（株）シキケミカル 代表取締役 普和　克守 石川県金沢市問屋町1-14 薬品類
医薬品、工業薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、消毒殺菌剤、空調薬
品、ポリ塩化アルミニウム、防疫殺虫剤、ボイラー薬品、試薬、衛生材料、
農薬、理化学機器、水質測定器、貨物運送業、自治体ゴミ袋、A重油、AED

県内

（株）シキケミカル 代表取締役 普和　克守 石川県金沢市問屋町1-14 燃料類
医薬品、工業薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、消毒殺菌剤、空調薬
品、ポリ塩化アルミニウム、防疫殺虫剤、ボイラー薬品、試薬、衛生材料、
農薬、理化学機器、水質測定器、貨物運送業、自治体ゴミ袋、A重油、AED

県内

（株）シキケミカル 代表取締役 普和　克守 石川県金沢市問屋町1-14 理科医療機器類
医薬品、工業薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、消毒殺菌剤、空調薬
品、ポリ塩化アルミニウム、防疫殺虫剤、ボイラー薬品、試薬、衛生材料、
農薬、理化学機器、水質測定器、貨物運送業、自治体ゴミ袋、A重油、AED

県内

（株）シキケミカル 代表取締役 普和　克守 石川県金沢市問屋町1-14 農薬・肥料・飼料類
医薬品、工業薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、消毒殺菌剤、空調薬
品、ポリ塩化アルミニウム、防疫殺虫剤、ボイラー薬品、試薬、衛生材料、
農薬、理化学機器、水質測定器、貨物運送業、自治体ゴミ袋、A重油、AED

県内

（株）シキケミカル 代表取締役 普和　克守 石川県金沢市問屋町1-14 その他
医薬品、工業薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、消毒殺菌剤、空調薬
品、ポリ塩化アルミニウム、防疫殺虫剤、ボイラー薬品、試薬、衛生材料、
農薬、理化学機器、水質測定器、貨物運送業、自治体ゴミ袋、A重油、AED

県内

重光商事（株） 代表取締役社長 格根　塔娜 石川県金沢市大野町4丁目レ40-170 荒物類

弊社は主に中国やベトナムから繊維商品を輸入する商社になります。業務
用のタオルをはじめとし、記念品・贈答用のオリジナルタオルの製作もおこ
なっております。近年は繊維製品に限らずゴミ袋や不織布マスク・ＰＶＣ手
袋の介護用品など多品目の商品を輸入しております。

県内

重光商事（株） 代表取締役社長 格根　塔娜 石川県金沢市大野町4丁目レ40-170 印刷（一般）類

弊社は主に中国やベトナムから繊維商品を輸入する商社になります。業務
用のタオルをはじめとし、記念品・贈答用のオリジナルタオルの製作もおこ
なっております。近年は繊維製品に限らずゴミ袋や不織布マスク・ＰＶＣ手
袋の介護用品など多品目の商品を輸入しております。

県内

重光商事（株） 代表取締役社長 格根　塔娜 石川県金沢市大野町4丁目レ40-170 時計・漆器・工芸類

弊社は主に中国やベトナムから繊維商品を輸入する商社になります。業務
用のタオルをはじめとし、記念品・贈答用のオリジナルタオルの製作もおこ
なっております。近年は繊維製品に限らずゴミ袋や不織布マスク・ＰＶＣ手
袋の介護用品など多品目の商品を輸入しております。

県内

重光商事（株） 代表取締役社長 格根　塔娜 石川県金沢市大野町4丁目レ40-170 被服類

弊社は主に中国やベトナムから繊維商品を輸入する商社になります。業務
用のタオルをはじめとし、記念品・贈答用のオリジナルタオルの製作もおこ
なっております。近年は繊維製品に限らずゴミ袋や不織布マスク・ＰＶＣ手
袋の介護用品など多品目の商品を輸入しております。

県内

重光商事（株） 代表取締役社長 格根　塔娜 石川県金沢市大野町4丁目レ40-170 理科医療機器類

弊社は主に中国やベトナムから繊維商品を輸入する商社になります。業務
用のタオルをはじめとし、記念品・贈答用のオリジナルタオルの製作もおこ
なっております。近年は繊維製品に限らずゴミ袋や不織布マスク・ＰＶＣ手
袋の介護用品など多品目の商品を輸入しております。

県内

（株）システム研究所 代表取締役 梅田　憲一 福井県福井市御幸2-17-25 コンピュータ関連業務類

自治体情報化支援、電子自治体システム構築、学力向上WEBシステム、シ
ステム開発、ホームページ作成、アプリ開発、RPA作成、ネットワーク設計・
構築、ソフト・ハード販売・保守

県外

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 代表取締役 関口　昌太朗 東京都調布市調布ヶ丘3-6-3 金沢営業所 その他 給食業務、指定管理業務、図書館業務 県外

（株）シ・ピ・エル 代表取締役 林　嘉成 石川県白山市村井町1675-5 企画展示広告・映画・室内デザイン類

展覧会、展示会、イベント、大会式典の企画・運営監理・施工、ディスプレ
イ、看板標識掲示板、モニュメント製作、着ぐるみ、木製家具、内装展示品、
旗幕等空間演出を提案

県内

（株）シ・ピ・エル 代表取締役 林　嘉成 石川県白山市村井町1675-5 看板・標識・保安用品類

展覧会、展示会、イベント、大会式典の企画・運営監理・施工、ディスプレ
イ、看板標識掲示板、モニュメント製作、着ぐるみ、木製家具、内装展示品、
旗幕等空間演出を提案

県内

（株）シ・ピ・エル 代表取締役 林　嘉成 石川県白山市村井町1675-5 家具類
展覧会、展示会、イベント、大会式典の企画・運営監理・施工、ディスプレ
イ、看板標識掲示板、モニュメント製作、着ぐるみ、木製家具、内装展示品、
旗幕等空間演出を提案

県内

（株）シ・ピ・エル 代表取締役 林　嘉成 石川県白山市村井町1675-5 時計・漆器・工芸類
展覧会、展示会、イベント、大会式典の企画・運営監理・施工、ディスプレ
イ、看板標識掲示板、モニュメント製作、着ぐるみ、木製家具、内装展示品、
旗幕等空間演出を提案

県内

（株）シ・ピ・エル 代表取締役 林　嘉成 石川県白山市村井町1675-5 被服類
展覧会、展示会、イベント、大会式典の企画・運営監理・施工、ディスプレ
イ、看板標識掲示板、モニュメント製作、着ぐるみ、木製家具、内装展示品、
旗幕等空間演出を提案

県内

シフトプラス（株） 代表取締役 中尾　裕也 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1　江戸堀センタービル8階 コンピュータ関連業務類 Webシステムの提案・設計・構築・保守 県外

（株）島津製作所 代表取締役 上田　輝久 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1 京都支店 理科医療機器類
Ｘ線ＴＶシステム、血管撮影システム、ＰＥＴシステム、Ｘ線撮影システム、ク
ロマト分析システム、質量分析システム、光分析システム、熱分析システ
ム、表面分析・観察システム、水質計測システム、強度試験機

県外

（株）島野電機商会 代表取締役 島野　浩司 石川県白山市水島町350 電気器具類
家庭電化製品、無線機器、通信機器、音響機器、監視カメラ、インバータ、
モーター、バッテリー、消化器、火災報知器、エアコン・電話機リース他

県内

（株）島野電機商会 代表取締役 島野　浩司 石川県白山市水島町350 消防用品類
家庭電化製品、無線機器、通信機器、音響機器、監視カメラ、インバータ、
モーター、バッテリー、消化器、火災報知器、エアコン・電話機リース他

県内

（株）島野電機商会 代表取締役 島野　浩司 石川県白山市水島町350 リース・レンタル業類
家庭電化製品、無線機器、通信機器、音響機器、監視カメラ、インバータ、
モーター、バッテリー、消化器、火災報知器、エアコン・電話機リース他

県内

（株）シミズシンテック 代表取締役 大江　括久 石川県金沢市戸水2-34 事務器具類
パソコン、複合機、無線機器、通信機器、ソフトウエア開発、ネットワーク構
築、コンピュータ関連機器販売、情報関連機器・事務用通信機器の賃貸

県内

（株）シミズシンテック 代表取締役 大江　括久 石川県金沢市戸水2-34 電気器具類
パソコン、複合機、無線機器、通信機器、ソフトウエア開発、ネットワーク構
築、コンピュータ関連機器販売、情報関連機器・事務用通信機器の賃貸

県内

（株）シミズシンテック 代表取締役 大江　括久 石川県金沢市戸水2-34 コンピュータ関連業務類
パソコン、複合機、無線機器、通信機器、ソフトウエア開発、ネットワーク構
築、コンピュータ関連機器販売、情報関連機器・事務用通信機器の賃貸

県内

（株）シミズシンテック 代表取締役 大江　括久 石川県金沢市戸水2-34 リース・レンタル業類
パソコン、複合機、無線機器、通信機器、ソフトウエア開発、ネットワーク構
築、コンピュータ関連機器販売、情報関連機器・事務用通信機器の賃貸

県内

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6F その他

コンサルティング業務、企画デザイン・印刷業務、職員研修、ＩＣＴ関連、イベ
ント業務

県外

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6F

企画展示広告・映画・室内デザイン類
コンサルティング業務、企画デザイン・印刷業務、職員研修、ＩＣＴ関連、イベ
ント業務

県外

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6F 印刷（一般）類

コンサルティング業務、企画デザイン・印刷業務、職員研修、ＩＣＴ関連、イベ
ント業務

県外

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督
京都府京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6F 印刷（軽印刷）類

コンサルティング業務、企画デザイン・印刷業務、職員研修、ＩＣＴ関連、イベ
ント業務

県外

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6F

コンピュータ関連業務類
コンサルティング業務、企画デザイン・印刷業務、職員研修、ＩＣＴ関連、イベ
ント業務

県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア開発・データ入力　ソフトウェア・機器リース・販売　遺跡調査・遺
物の実測・整理　地図印刷・地図作成・航空写真撮影　データ作成・整理

県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 リース・レンタル業類
ソフトウェア開発・データ入力　ソフトウェア・機器リース・販売　遺跡調査・遺
物の実測・整理　地図印刷・地図作成・航空写真撮影　データ作成・整理

県外
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（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 その他
ソフトウェア開発・データ入力　ソフトウェア・機器リース・販売　遺跡調査・遺
物の実測・整理　地図印刷・地図作成・航空写真撮影　データ作成・整理

県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 写真類
ソフトウェア開発・データ入力　ソフトウェア・機器リース・販売　遺跡調査・遺
物の実測・整理　地図印刷・地図作成・航空写真撮影　データ作成・整理

県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 印刷（一般）類
ソフトウェア開発・データ入力　ソフトウェア・機器リース・販売　遺跡調査・遺
物の実測・整理　地図印刷・地図作成・航空写真撮影　データ作成・整理

県外

（株）ショセキ 代表取締役 濱中　豊和 石川県金沢市香林坊1-2-24 印刷（一般）類
パンフレット、ポスター、チラシ、冊子、封筒、シール、大判・等身大パネルな
どあらゆる印刷物を作成できます。その他ホームページやスマホアプリなど
のデジタルコンテンツ、イベント運営、新聞広告を行います。

県内

（株）ショセキ 代表取締役 濱中　豊和 石川県金沢市香林坊1-2-24 印刷（軽印刷）類
パンフレット、ポスター、チラシ、冊子、封筒、シール、大判・等身大パネルな
どあらゆる印刷物を作成できます。その他ホームページやスマホアプリなど
のデジタルコンテンツ、イベント運営、新聞広告を行います。

県内

（株）ショセキ 代表取締役 濱中　豊和 石川県金沢市香林坊1-2-24 看板・標識・保安用品類

パンフレット、ポスター、チラシ、冊子、封筒、シール、大判・等身大パネルな
どあらゆる印刷物を作成できます。その他ホームページやスマホアプリなど
のデジタルコンテンツ、イベント運営、新聞広告を行います。

県内

（株）ショセキ 代表取締役 濱中　豊和 石川県金沢市香林坊1-2-24 企画展示広告・映画・室内デザイン類

パンフレット、ポスター、チラシ、冊子、封筒、シール、大判・等身大パネルな
どあらゆる印刷物を作成できます。その他ホームページやスマホアプリなど
のデジタルコンテンツ、イベント運営、新聞広告を行います。

県内

（株）ショセキ 代表取締役 濱中　豊和 石川県金沢市香林坊1-2-24 その他
パンフレット、ポスター、チラシ、冊子、封筒、シール、大判・等身大パネルな
どあらゆる印刷物を作成できます。その他ホームページやスマホアプリなど
のデジタルコンテンツ、イベント運営、新聞広告を行います。

県内

（有）白坂速記事務所 代表取締役 白坂　智子 石川県金沢市窪7-263 その他
速記、音声記録の文書データ化（テープおこし）。録音サービス、各種議事
録・報告書の作成。データ入力・加工、版下作成。会議録検索システム。

県内

（有）白坂速記事務所 代表取締役 白坂　智子 石川県金沢市窪7-263 コンピュータ関連業務類
速記、音声記録の文書データ化（テープおこし）。録音サービス、各種議事
録・報告書の作成。データ入力・加工、版下作成。会議録検索システム。

県内

（有）白坂速記事務所 代表取締役 白坂　智子 石川県金沢市窪7-263 印刷（一般）類
速記、音声記録の文書データ化（テープおこし）。録音サービス、各種議事
録・報告書の作成。データ入力・加工、版下作成。会議録検索システム。

県内

（株）シンク 代表取締役 松田　敏之 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル （株）シンク コンピュータ関連業務類

滞納整理システムの開発、運用、保守　債権管理コンサルティング業務　パ
ソコン、サーバ等のOA機器　税滞納整理システムのリース　ファイナンシャ
ルプランニング業務

県外

（株）シンク 代表取締役 松田　敏之 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル （株）シンク 事務器具類

滞納整理システムの開発、運用、保守　債権管理コンサルティング業務　パ
ソコン、サーバ等のOA機器　税滞納整理システムのリース　ファイナンシャ
ルプランニング業務

県外

（株）シンク 代表取締役 松田　敏之 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル （株）シンク リース・レンタル業類

滞納整理システムの開発、運用、保守　債権管理コンサルティング業務　パ
ソコン、サーバ等のOA機器　税滞納整理システムのリース　ファイナンシャ
ルプランニング業務

県外

（株）シンク 代表取締役 松田　敏之 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル （株）シンク その他

滞納整理システムの開発、運用、保守　債権管理コンサルティング業務　パ
ソコン、サーバ等のOA機器　税滞納整理システムのリース　ファイナンシャ
ルプランニング業務

県外

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 消防用品類
消火器、消防用ホース・ノズル、避難梯子、省エネデマンド、太陽光発電、
燃料電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無
停電電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、IH等

県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 機械器具類
消火器、消防用ホース・ノズル、避難梯子、省エネデマンド、太陽光発電、
燃料電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無
停電電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、IH等

県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 事務器具類
消火器、消防用ホース・ノズル、避難梯子、省エネデマンド、太陽光発電、
燃料電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無
停電電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、IH等

県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 電気器具類
消火器、消防用ホース・ノズル、避難梯子、省エネデマンド、太陽光発電、
燃料電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無
停電電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、IH等

県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 リース・レンタル業類

消火器、消防用ホース・ノズル、避難梯子、省エネデマンド、太陽光発電、
燃料電池、ポンプ、圧縮機、水処理装置、発電機、電線、光ファイバー、無
停電電源装置、エアコン、電気温水器、クリーンルーム、IH等

県内

（有）新成田総合社 代表取締役 平岡　重昭 千葉県成田市御所の内18-4 その他
文化財発掘、調査、保存、展示用品の販売　埋蔵文化財小型高速自動注
記システムリース　文化財保存修復

県外

（有）新成田総合社 代表取締役 平岡　重昭 千葉県成田市御所の内18-4 リース・レンタル業類
文化財発掘、調査、保存、展示用品の販売　埋蔵文化財小型高速自動注
記システムリース　文化財保存修復

県外

（株）水機テクノス 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋支店 機械器具類 水処理機器・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム・残塩計・濁度計 県外

（株）水機テクノス 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋支店 薬品類 水処理機器・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム・残塩計・濁度計 県外

（株）水機テクノス 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋支店 理科医療機器類 水処理機器・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム・残塩計・濁度計 県外

水ingエンジニアリング（株） 代表取締役社長 池口　学 東京都港区南1-7-18 北陸営業所 機械器具類
水処理用機器、環境衛生機器、ポンプ、ブロワー、バルブ等販売及び修
繕。遠隔監視装置（場外施設の遠方監視及び警報通知のクラドサービス）
のリース。

県外

水ingエンジニアリング（株） 代表取締役社長 池口　学 東京都港区南1-7-18 北陸営業所 リース・レンタル業類

水処理用機器、環境衛生機器、ポンプ、ブロワー、バルブ等販売及び修
繕。遠隔監視装置（場外施設の遠方監視及び警報通知のクラドサービス）
のリース。

県外

（株）SCARAMANGA 代表取締役 辻野　実 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新壱字90-3 企画展示広告・映画・室内デザイン類

ブランディング、ホームページ制作、ホームページ保守・運営、ECサイト製
作、グラフィックデザイン、ポスター・チラシなど各種印刷物、写真撮影、動
画制作、楽曲制作

県内

（株）SCARAMANGA 代表取締役 辻野　実 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新壱字90-3 印刷（一般）類
ブランディング、ホームページ制作、ホームページ保守・運営、ECサイト製
作、グラフィックデザイン、ポスター・チラシなど各種印刷物、写真撮影、動
画制作、楽曲制作

県内

（株）SCARAMANGA 代表取締役 辻野　実 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新壱字90-3 印刷（軽印刷）類
ブランディング、ホームページ制作、ホームページ保守・運営、ECサイト製
作、グラフィックデザイン、ポスター・チラシなど各種印刷物、写真撮影、動
画制作、楽曲制作

県内

（株）SCARAMANGA 代表取締役 辻野　実 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新壱字90-3 コンピュータ関連業務類

ブランディング、ホームページ制作、ホームページ保守・運営、ECサイト製
作、グラフィックデザイン、ポスター・チラシなど各種印刷物、写真撮影、動
画制作、楽曲制作

県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 機械器具類
衛生陶器及び付属品、換気扇、冷熱機器、ロールフィルター、ポンプ、消火
器、厨房機器、実験台

県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 電気器具類
衛生陶器及び付属品、換気扇、冷熱機器、ロールフィルター、ポンプ、消火
器、厨房機器、実験台

県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 理科医療機器類
衛生陶器及び付属品、換気扇、冷熱機器、ロールフィルター、ポンプ、消火
器、厨房機器、実験台

県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 消防用品類
衛生陶器及び付属品、換気扇、冷熱機器、ロールフィルター、ポンプ、消火
器、厨房機器、実験台

県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 その他
衛生陶器及び付属品、換気扇、冷熱機器、ロールフィルター、ポンプ、消火
器、厨房機器、実験台

県内



令和3・4年度　競争入札参加資格者名簿 （R3.9.1現在）

（株）スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町8 七尾支店 薬品類
医薬品、臨床検査試薬、毒物、劇物、医薬用具、衛生材料、食品、医療機
器、ソフトウェアの開発、コンピュータ及び関連機器の販売等、SPD業務と
病院内物流受託業務、医薬機器リース

県外

（株）スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町8 七尾支店 理科医療機器類
医薬品、臨床検査試薬、毒物、劇物、医薬用具、衛生材料、食品、医療機
器、ソフトウェアの開発、コンピュータ及び関連機器の販売等、SPD業務と
病院内物流受託業務、医薬機器リース

県外

（株）スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町8 七尾支店 食料類
医薬品、臨床検査試薬、毒物、劇物、医薬用具、衛生材料、食品、医療機
器、ソフトウェアの開発、コンピュータ及び関連機器の販売等、SPD業務と
病院内物流受託業務、医薬機器リース

県外

（株）スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町8 七尾支店 被服類
医薬品、臨床検査試薬、毒物、劇物、医薬用具、衛生材料、食品、医療機
器、ソフトウェアの開発、コンピュータ及び関連機器の販売等、SPD業務と
病院内物流受託業務、医薬機器リース

県外

（株）スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町8 七尾支店 コンピュータ関連業務類

医薬品、臨床検査試薬、毒物、劇物、医薬用具、衛生材料、食品、医療機
器、ソフトウェアの開発、コンピュータ及び関連機器の販売等、SPD業務と
病院内物流受託業務、医薬機器リース

県外

スタンドアドサービス（株） 代表取締役社長 廣川　佳正 石川県金沢市松寺町辰32-1 看板・標識・保安用品類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

スタンドアドサービス（株） 代表取締役社長 廣川　佳正 石川県金沢市松寺町辰32-1 印刷（一般）類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

スタンドアドサービス（株） 代表取締役社長 廣川　佳正 石川県金沢市松寺町辰32-1 家具類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

スタンドアドサービス（株） 代表取締役社長 廣川　佳正 石川県金沢市松寺町辰32-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

スタンドアドサービス（株） 代表取締役社長 廣川　佳正 石川県金沢市松寺町辰32-1 その他 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）スポーツマックス 代表取締役 兵藤　大二郎 愛知県名古屋市緑区池上台2-37-1 運動具類 スポーツ用品　トレーニング器具 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 代表取締役社長 永井　貴徳 東京都品川区西五反田7-10-4 中部支店 機械器具類
上下水道・し尿・ごみ処理施設で使用する工業薬品及び機械器具、部品等
の納入、保守点検業務

県外

住友重機械エンバイロメント（株） 代表取締役社長 永井　貴徳 東京都品川区西五反田7-10-4 中部支店 薬品類
上下水道・し尿・ごみ処理施設で使用する工業薬品及び機械器具、部品等
の納入、保守点検業務

県外

住友重機械エンバイロメント（株） 代表取締役社長 永井　貴徳 東京都品川区西五反田7-10-4 中部支店 その他
上下水道・し尿・ごみ処理施設で使用する工業薬品及び機械器具、部品等
の納入、保守点検業務

県外

巣守金属工業（株） 代表取締役 巣守　佳之 広島県広島市南区出島1-34-7 看板・標識・保安用品類 原動機付自転車標識、住居表示板、環境標識、銘板類、シール・ステッカ 県外

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 写真類
各種製本。大型カラーコピー。大型電子コピー。航空写真。マイクロ撮影。
マイクロフィルムスキャニング。印刷（頁物、地図印刷）。ＣＡＤトレース。デー
タ入力。データ出力。デジタルファイリング（スキャニング）

県内

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 コンピュータ関連業務類

各種製本。大型カラーコピー。大型電子コピー。航空写真。マイクロ撮影。
マイクロフィルムスキャニング。印刷（頁物、地図印刷）。ＣＡＤトレース。デー
タ入力。データ出力。デジタルファイリング（スキャニング）

県内

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 その他
各種製本。大型カラーコピー。大型電子コピー。航空写真。マイクロ撮影。
マイクロフィルムスキャニング。印刷（頁物、地図印刷）。ＣＡＤトレース。デー
タ入力。データ出力。デジタルファイリング（スキャニング）

県内

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 印刷（一般）類
各種製本。大型カラーコピー。大型電子コピー。航空写真。マイクロ撮影。
マイクロフィルムスキャニング。印刷（頁物、地図印刷）。ＣＡＤトレース。デー
タ入力。データ出力。デジタルファイリング（スキャニング）

県内

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 印刷（軽印刷）類
各種製本。大型カラーコピー。大型電子コピー。航空写真。マイクロ撮影。
マイクロフィルムスキャニング。印刷（頁物、地図印刷）。ＣＡＤトレース。デー
タ入力。データ出力。デジタルファイリング（スキャニング）

県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 電気器具類
監視カメラ、出入管理システム、医療器具（ＡＥＤ）、消火器、消火設備、防
犯用機器、防災用品、コンピューター関連、サーマルカメラ

県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 理科医療機器類
監視カメラ、出入管理システム、医療器具（ＡＥＤ）、消火器、消火設備、防
犯用機器、防災用品、コンピューター関連、サーマルカメラ

県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 コンピュータ関連業務類
監視カメラ、出入管理システム、医療器具（ＡＥＤ）、消火器、消火設備、防
犯用機器、防災用品、コンピューター関連、サーマルカメラ

県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 消防用品類
監視カメラ、出入管理システム、医療器具（ＡＥＤ）、消火器、消火設備、防
犯用機器、防災用品、コンピューター関連、サーマルカメラ

県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 リース・レンタル業類
監視カメラ、出入管理システム、医療器具（ＡＥＤ）、消火器、消火設備、防
犯用機器、防災用品、コンピューター関連、サーマルカメラ

県内

（株）宣通 代表取締役 津田　郁夫 愛知県名古屋市東区東桜2-16-27 企画展示広告・映画・室内デザイン類 自治体公告を主とした広告代理業全般 県外

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 その他
埋蔵文化財発掘調査、パンフ、地図、マイクロ写真、航空写真、ソフトウェ
ア、データ入力業務

県内

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 印刷（一般）類
埋蔵文化財発掘調査、パンフ、地図、マイクロ写真、航空写真、ソフトウェ
ア、データ入力業務

県内

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 写真類
埋蔵文化財発掘調査、パンフ、地図、マイクロ写真、航空写真、ソフトウェ
ア、データ入力業務

県内

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 コンピュータ関連業務類
埋蔵文化財発掘調査、パンフ、地図、マイクロ写真、航空写真、ソフトウェ
ア、データ入力業務

県内

セントラルチャート（株） 代表取締役 森　光正 富山県富山市高屋敷823-39 紙類
計測・分析・医療用記録紙・ペン・インク及びハンディターミナルロール紙
（検針票）・トナー・リボンカセット（リサイクルを含む）の販売

県外

セントラルチャート（株） 代表取締役 森　光正 富山県富山市高屋敷823-39 印刷（一般）類
計測・分析・医療用記録紙・ペン・インク及びハンディターミナルロール紙
（検針票）・トナー・リボンカセット（リサイクルを含む）の販売

県外

セントラルチャート（株） 代表取締役 森　光正 富山県富山市高屋敷823-39 印刷（軽印刷）類
計測・分析・医療用記録紙・ペン・インク及びハンディターミナルロール紙
（検針票）・トナー・リボンカセット（リサイクルを含む）の販売

県外

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 理科医療機器類

ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、生体情報監視モニタ、調剤支援システム、高
圧蒸気滅菌装置、ナースコール、ベッド、福祉機器、介護用品、検査分析機
器、衛生材料、循環器内科、整形外科、眼科、医療材料等物流管理業務
等

県内

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 薬品類

ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、生体情報監視モニタ、調剤支援システム、高
圧蒸気滅菌装置、ナースコール、ベッド、福祉機器、介護用品、検査分析機
器、衛生材料、循環器内科、整形外科、眼科、医療材料等物流管理業務
等

県内

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 リース・レンタル業類

ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、生体情報監視モニタ、調剤支援システム、高
圧蒸気滅菌装置、ナースコール、ベッド、福祉機器、介護用品、検査分析機
器、衛生材料、循環器内科、整形外科、眼科、医療材料等物流管理業務
等

県内

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 被服類

ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、生体情報監視モニタ、調剤支援システム、高
圧蒸気滅菌装置、ナースコール、ベッド、福祉機器、介護用品、検査分析機
器、衛生材料、循環器内科、整形外科、眼科、医療材料等物流管理業務
等

県内

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 その他

ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、生体情報監視モニタ、調剤支援システム、高
圧蒸気滅菌装置、ナースコール、ベッド、福祉機器、介護用品、検査分析機
器、衛生材料、循環器内科、整形外科、眼科、医療材料等物流管理業務
等

県内
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（株）千間啓文社 代表取締役 大森　喜弘 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム-37-2 事務器具類
文具、事務用品、教材教具、理科機器、書籍、雑誌、教科書、オフィス家
具、パソコン、プリンター、複合型複写機、楽器、スポーツ用品、防災用品
書籍　雑誌　学習参考書

県内

（株）千間啓文社 代表取締役 大森　喜弘 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム-37-2 家具類
文具、事務用品、教材教具、理科機器、書籍、雑誌、教科書、オフィス家
具、パソコン、プリンター、複合型複写機、楽器、スポーツ用品、防災用品
書籍　雑誌　学習参考書

県内

（株）千間啓文社 代表取締役 大森　喜弘 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム-37-2 文具類
文具、事務用品、教材教具、理科機器、書籍、雑誌、教科書、オフィス家
具、パソコン、プリンター、複合型複写機、楽器、スポーツ用品、防災用品
書籍　雑誌　学習参考書

県内

（株）千間啓文社 代表取締役 大森　喜弘 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム-37-2 運動具類
文具、事務用品、教材教具、理科機器、書籍、雑誌、教科書、オフィス家
具、パソコン、プリンター、複合型複写機、楽器、スポーツ用品、防災用品
書籍　雑誌　学習参考書

県内

（株）千間啓文社 代表取締役 大森　喜弘 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム-37-2 楽器類
文具、事務用品、教材教具、理科機器、書籍、雑誌、教科書、オフィス家
具、パソコン、プリンター、複合型複写機、楽器、スポーツ用品、防災用品
書籍　雑誌　学習参考書

県内

（株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所 印刷（一般）類
住宅地図、デジタウン、ＧＩＳアプリケーションソフト、住宅地図データベー
ス、広域地図データベース、各種地図データベース、デジタルサイネージ、
調査業務、データ入力、公告事業、アンケート調査等

県外

（株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所 文具類
住宅地図、デジタウン、ＧＩＳアプリケーションソフト、住宅地図データベー
ス、広域地図データベース、各種地図データベース、デジタルサイネージ、
調査業務、データ入力、公告事業、アンケート調査等

県外

（株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所 企画展示広告・映画・室内デザイン類

住宅地図、デジタウン、ＧＩＳアプリケーションソフト、住宅地図データベー
ス、広域地図データベース、各種地図データベース、デジタルサイネージ、
調査業務、データ入力、公告事業、アンケート調査等

県外

（株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所 コンピュータ関連業務類

住宅地図、デジタウン、ＧＩＳアプリケーションソフト、住宅地図データベー
ス、広域地図データベース、各種地図データベース、デジタルサイネージ、
調査業務、データ入力、公告事業、アンケート調査等

県外

（株）ゼンリン 代表取締役 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 北陸営業所 その他
住宅地図、デジタウン、ＧＩＳアプリケーションソフト、住宅地図データベー
ス、広域地図データベース、各種地図データベース、デジタルサイネージ、
調査業務、データ入力、公告事業、アンケート調査等

県外

（株）総合保健センター 代表取締役 市原　壽 岐阜県可児市川合136-8 金沢事業所 その他
水道法水道水質検査、環境水分析、土壌調査分析、大気・悪臭・騒音・振
動測定、作業環境測定、放射能・放射線量分析、アスベスト調査、シックハ
ウス測定、環境アセスメント調査、ダイオキシン類調査等

県外

（株）創和 代表取締役 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町3-33-8 その他 火葬場火葬炉残骨灰処理業務、火葬炉台車保護材・火葬炉用品の販売 県外

ソフトバンク（株） 代表取締役 今井　康之 東京都港区海岸1-7-1 その他
電気通信役務提供。モバイル端末、通信機器、パソコン、コンピュータ周辺
機器リース・レンタル。システム開発・構築、ＲＰＡ、システム運用・保守・管
理。インターネット広告。ロボット（ペッパー、掃除ロボット）

県外

ソフトバンク（株） 代表取締役 今井　康之 東京都港区海岸1-7-1 リース・レンタル業類

電気通信役務提供。モバイル端末、通信機器、パソコン、コンピュータ周辺
機器リース・レンタル。システム開発・構築、ＲＰＡ、システム運用・保守・管
理。インターネット広告。ロボット（ペッパー、掃除ロボット）

県外

ソフトバンク（株） 代表取締役 今井　康之 東京都港区海岸1-7-1 コンピュータ関連業務類

電気通信役務提供。モバイル端末、通信機器、パソコン、コンピュータ周辺
機器リース・レンタル。システム開発・構築、ＲＰＡ、システム運用・保守・管
理。インターネット広告。ロボット（ペッパー、掃除ロボット）

県外

ソフトバンク（株） 代表取締役 今井　康之 東京都港区海岸1-7-1 電気器具類
電気通信役務提供。モバイル端末、通信機器、パソコン、コンピュータ周辺
機器リース・レンタル。システム開発・構築、ＲＰＡ、システム運用・保守・管
理。インターネット広告。ロボット（ペッパー、掃除ロボット）

県外

ソフトバンク（株） 代表取締役 今井　康之 東京都港区海岸1-7-1 事務器具類
電気通信役務提供。モバイル端末、通信機器、パソコン、コンピュータ周辺
機器リース・レンタル。システム開発・構築、ＲＰＡ、システム運用・保守・管
理。インターネット広告。ロボット（ペッパー、掃除ロボット）

県外

（株）ソラスト 代表取締役 藤河　芳一 東京都港区港南1-7-18　A-PLACE品川東6F 北陸支社 その他
医療関連の業務委託・一般労働者派遣事業（医療事務関連業務、医事周
辺業務、疫病統計・病歴管理業務、物品・物流管理業務）、病院経営サ
ポート（経営支援・地域連携・IT支援・診療情報管理等のサービス）

県外

（株）ソラスト 代表取締役 藤河　芳一 東京都港区港南1-7-18　A-PLACE品川東6F 北陸支社 コンピュータ関連業務類

医療関連の業務委託・一般労働者派遣事業（医療事務関連業務、医事周
辺業務、疫病統計・病歴管理業務、物品・物流管理業務）、病院経営サ
ポート（経営支援・地域連携・IT支援・診療情報管理等のサービス）

県外

ソリマチ（株） 代表取締役 反町　秀樹 新潟県長岡市表町1-4-24 事務器具類
ソフトウェア、ソフトウェア・システム開発、システム運用・保守、データ入力、
スポーツ及び文化施設の運用支援クラウドサービス

県外

ソリマチ（株） 代表取締役 反町　秀樹 新潟県長岡市表町1-4-24 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア、ソフトウェア・システム開発、システム運用・保守、データ入力、
スポーツ及び文化施設の運用支援クラウドサービス

県外

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 電気器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、厨房機器、発
電機、消火器、消火設備、気象観測機器、電子計測器、計量器

県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 機械器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、厨房機器、発
電機、消火器、消火設備、気象観測機器、電子計測器、計量器

県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 事務器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、厨房機器、発
電機、消火器、消火設備、気象観測機器、電子計測器、計量器

県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 測量機器類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、厨房機器、発
電機、消火器、消火設備、気象観測機器、電子計測器、計量器

県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 消防用品類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、厨房機器、発
電機、消火器、消火設備、気象観測機器、電子計測器、計量器

県内

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山2-11-17 文具類
加除式を含む書籍・単行本・雑誌・電子出版物、出版物の編集・印刷・製
本、地方公共団体の地域政策に関する業務、例規集システムの作成・運
用・管理

県外

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山2-11-17 印刷（一般）類
加除式を含む書籍・単行本・雑誌・電子出版物、出版物の編集・印刷・製
本、地方公共団体の地域政策に関する業務、例規集システムの作成・運
用・管理

県外

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山2-11-17 コンピュータ関連業務類

加除式を含む書籍・単行本・雑誌・電子出版物、出版物の編集・印刷・製
本、地方公共団体の地域政策に関する業務、例規集システムの作成・運
用・管理

県外

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山2-11-17 その他
加除式を含む書籍・単行本・雑誌・電子出版物、出版物の編集・印刷・製
本、地方公共団体の地域政策に関する業務、例規集システムの作成・運
用・管理

県外

大成機工（株） 代表取締役 鈴木　仁 大阪市北区梅田1-1-3-2700 原材料類 水道用補修材料、継ぎ手類 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 その他
調査・研究、計画策定、資料整理、環境調査、交通量調査・解析、まちづく
り計画総合計画策定、新エネルギー調査関連・事業マネジメント等、コン
ピュータ関連データ作成・システム開発・保守、データ入力・出力等

県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 コンピュータ関連業務類

調査・研究、計画策定、資料整理、環境調査、交通量調査・解析、まちづく
り計画総合計画策定、新エネルギー調査関連・事業マネジメント等、コン
ピュータ関連データ作成・システム開発・保守、データ入力・出力等

県外

（株）ダイモン 代表取締役 吉本　信晴 山口県防府市佐波1-6-10 原材料類 上下水道用鉄蓋類 県外
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（株）太陽測地社 代表取締役 戸田　充
石川県金沢市扇町2-3
ダイアパレス兼六園東401

その他
埋蔵文化財発掘調査、遺物整理、報告書作成、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、マイクロ写
真、陽画焼付、航空写真、カラーコピー、地図、模型・ビデオ作成

県内

（株）太陽測地社 代表取締役 戸田　充
石川県金沢市扇町2-3
ダイアパレス兼六園東401

印刷（一般）類
埋蔵文化財発掘調査、遺物整理、報告書作成、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、マイクロ写
真、陽画焼付、航空写真、カラーコピー、地図、模型・ビデオ作成

県内

（株）太陽測地社 代表取締役 戸田　充
石川県金沢市扇町2-3
ダイアパレス兼六園東401

写真類
埋蔵文化財発掘調査、遺物整理、報告書作成、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、マイクロ写
真、陽画焼付、航空写真、カラーコピー、地図、模型・ビデオ作成

県内

（株）太陽測地社 代表取締役 戸田　充
石川県金沢市扇町2-3
ダイアパレス兼六園東401

コンピュータ関連業務類

埋蔵文化財発掘調査、遺物整理、報告書作成、ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、データ入力業務、インターネットコンテンツ作成、マイクロ写
真、陽画焼付、航空写真、カラーコピー、地図、模型・ビデオ作成

県内

（株）太陽テント北陸 代表取締役 山本　正人 石川県金沢市問屋町2-24 金沢営業所 被服類
土木建築資材（土木シート・タコムマット・シルトプロテクター）環境商品（パ
イプテント・パイプ車庫・各種シート・資源ゴミ分別収集容器）イベント、レンタ
ル商品（各種会場設営の企画設計、施工）

県内

（株）太陽テント北陸 代表取締役 山本　正人 石川県金沢市問屋町2-24 金沢営業所 看板・標識・保安用品類

土木建築資材（土木シート・タコムマット・シルトプロテクター）環境商品（パ
イプテント・パイプ車庫・各種シート・資源ゴミ分別収集容器）イベント、レンタ
ル商品（各種会場設営の企画設計、施工）

県内

（株）太陽テント北陸 代表取締役 山本　正人 石川県金沢市問屋町2-24 金沢営業所 企画展示広告・映画・室内デザイン類

土木建築資材（土木シート・タコムマット・シルトプロテクター）環境商品（パ
イプテント・パイプ車庫・各種シート・資源ゴミ分別収集容器）イベント、レンタ
ル商品（各種会場設営の企画設計、施工）

県内

（株）太陽テント北陸 代表取締役 山本　正人 石川県金沢市問屋町2-24 金沢営業所 消防用品類
土木建築資材（土木シート・タコムマット・シルトプロテクター）環境商品（パ
イプテント・パイプ車庫・各種シート・資源ゴミ分別収集容器）イベント、レンタ
ル商品（各種会場設営の企画設計、施工）

県内

（株）太陽テント北陸 代表取締役 山本　正人 石川県金沢市問屋町2-24 金沢営業所 リース・レンタル業類

土木建築資材（土木シート・タコムマット・シルトプロテクター）環境商品（パ
イプテント・パイプ車庫・各種シート・資源ゴミ分別収集容器）イベント、レンタ
ル商品（各種会場設営の企画設計、施工）

県内

（株）大和印刷社 取締役社長 島　伸行 石川県金沢市西泉5-91 印刷（一般）類
ポスター、カタログ、チラシ、パンフレット、伝票、名刺、封筒、ハガキ、紙器、
ショッピングバック、フィルムパッケージ、パネル、ＷＥＢサイト、大型デジタ
ルサイネージ、エアメディア事業、ネットショップ

県内

（株）大和印刷社 取締役社長 島　伸行 石川県金沢市西泉5-91 印刷（軽印刷）類
ポスター、カタログ、チラシ、パンフレット、伝票、名刺、封筒、ハガキ、紙器、
ショッピングバック、フィルムパッケージ、パネル、ＷＥＢサイト、大型デジタ
ルサイネージ、エアメディア事業、ネットショップ

県内

（株）大和印刷社 取締役社長 島　伸行 石川県金沢市西泉5-91 看板・標識・保安用品類

ポスター、カタログ、チラシ、パンフレット、伝票、名刺、封筒、ハガキ、紙器、
ショッピングバック、フィルムパッケージ、パネル、ＷＥＢサイト、大型デジタ
ルサイネージ、エアメディア事業、ネットショップ

県内

（株）大和印刷社 取締役社長 島　伸行 石川県金沢市西泉5-91 企画展示広告・映画・室内デザイン類

ポスター、カタログ、チラシ、パンフレット、伝票、名刺、封筒、ハガキ、紙器、
ショッピングバック、フィルムパッケージ、パネル、ＷＥＢサイト、大型デジタ
ルサイネージ、エアメディア事業、ネットショップ

県内

（株）大和印刷社 取締役社長 島　伸行 石川県金沢市西泉5-91 コンピュータ関連業務類

ポスター、カタログ、チラシ、パンフレット、伝票、名刺、封筒、ハガキ、紙器、
ショッピングバック、フィルムパッケージ、パネル、ＷＥＢサイト、大型デジタ
ルサイネージ、エアメディア事業、ネットショップ

県内

ダイワオート（株） 代表取締役 今門　正二 輪島市河井町6-10-2 車両類
自動車販売(新車中古車）、一般整備、車検、板金塗装、自動車のレンタル
及びリース業、損害保険代理業、タイヤ販売

市内

大和電建（株） 代表取締役 高村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 電気器具類
電話設備、通信機器、無線機器、映像製品、音響製品、放送製品、監視カ
メラ、電光表示板、照明機器、ＯＡ機器、消火器、火災報知器、避難器具、
非常放送機器、駐車場自動管理装置、駐車場自動管理装置消耗品。

県外

大和電建（株） 代表取締役 高村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 機械器具類
電話設備、通信機器、無線機器、映像製品、音響製品、放送製品、監視カ
メラ、電光表示板、照明機器、ＯＡ機器、消火器、火災報知器、避難器具、
非常放送機器、駐車場自動管理装置、駐車場自動管理装置消耗品。

県外

大和電建（株） 代表取締役 高村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 事務器具類
電話設備、通信機器、無線機器、映像製品、音響製品、放送製品、監視カ
メラ、電光表示板、照明機器、ＯＡ機器、消火器、火災報知器、避難器具、
非常放送機器、駐車場自動管理装置、駐車場自動管理装置消耗品。

県外

大和電建（株） 代表取締役 高村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 消防用品類
電話設備、通信機器、無線機器、映像製品、音響製品、放送製品、監視カ
メラ、電光表示板、照明機器、ＯＡ機器、消火器、火災報知器、避難器具、
非常放送機器、駐車場自動管理装置、駐車場自動管理装置消耗品。

県外

大和リース（株） 代表取締役 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 金沢支店 リース・レンタル業類

販売（仮設建物、緑化商品、自動車、建築材料、事務用家具類、機器類
他）、賃貸借（仮設建物、自動車、機械器具、ＬＥＤ照明、歩行補助用具、事
務機器、緑化商品他）

県外

大和リース（株） 代表取締役 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 金沢支店 車両類
販売（仮設建物、緑化商品、自動車、建築材料、事務用家具類、機器類
他）、賃貸借（仮設建物、自動車、機械器具、ＬＥＤ照明、歩行補助用具、事
務機器、緑化商品他）

県外

大和リース（株） 代表取締役 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 金沢支店 その他
販売（仮設建物、緑化商品、自動車、建築材料、事務用家具類、機器類
他）、賃貸借（仮設建物、自動車、機械器具、ＬＥＤ照明、歩行補助用具、事
務機器、緑化商品他）

県外

大和リース（株） 代表取締役 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 金沢支店 理科医療機器類
販売（仮設建物、緑化商品、自動車、建築材料、事務用家具類、機器類
他）、賃貸借（仮設建物、自動車、機械器具、ＬＥＤ照明、歩行補助用具、事
務機器、緑化商品他）

県外

高桑美術印刷（株） 取締役社長 髙桑　悟史 石川県金沢市泉本町5-20 印刷（一般）類
ラベル・軟包装・パッケージ・包装紙・ポスター・カタログ・パンフレット・企画・
デザイン・撮影・編集出版・インターネットホームページ・各種映像

県内

高桑美術印刷（株） 取締役社長 髙桑　悟史 石川県金沢市泉本町5-20 印刷（軽印刷）類
ラベル・軟包装・パッケージ・包装紙・ポスター・カタログ・パンフレット・企画・
デザイン・撮影・編集出版・インターネットホームページ・各種映像

県内

高桑美術印刷（株） 取締役社長 髙桑　悟史 石川県金沢市泉本町5-20 企画展示広告・映画・室内デザイン類
ラベル・軟包装・パッケージ・包装紙・ポスター・カタログ・パンフレット・企画・
デザイン・撮影・編集出版・インターネットホームページ・各種映像

県内

高桑美術印刷（株） 取締役社長 髙桑　悟史 石川県金沢市泉本町5-20 コンピュータ関連業務類
ラベル・軟包装・パッケージ・包装紙・ポスター・カタログ・パンフレット・企画・
デザイン・撮影・編集出版・インターネットホームページ・各種映像

県内

高千穂商事（株） 代表取締役 牧野　正明 東京都港区虎ノ門5-3-20-415 印刷（一般）類 住民票等の偽造防止用紙の印刷 県外

（株）タキ商店 代表取締役 瀧　正明 大阪府守口市金田町3-24-8 荒物類 指定ごみ袋 県外

（株）田島 代表取締役 中村　梅子 石川県金沢市湊4-19-2 荒物類
街美人、カラス防止ネット、防鳥網、漁網、レンジャーロープ、ワイヤー、合
繊ロープ、アニマルセンサー、浮子、合羽、救命胴衣、ヘルメット、害獣捕獲
檻、土のう袋、フレコンバック、シート類、自動撮影カメラ

県内

（株）田島 代表取締役 中村　梅子 石川県金沢市湊4-19-2 被服類
街美人、カラス防止ネット、防鳥網、漁網、レンジャーロープ、ワイヤー、合
繊ロープ、アニマルセンサー、浮子、合羽、救命胴衣、ヘルメット、害獣捕獲
檻、土のう袋、フレコンバック、シート類、自動撮影カメラ

県内

（株）田島 代表取締役 中村　梅子 石川県金沢市湊4-19-2 看板・標識・保安用品類

街美人、カラス防止ネット、防鳥網、漁網、レンジャーロープ、ワイヤー、合
繊ロープ、アニマルセンサー、浮子、合羽、救命胴衣、ヘルメット、害獣捕獲
檻、土のう袋、フレコンバック、シート類、自動撮影カメラ

県内

（株）田島 代表取締役 中村　梅子 石川県金沢市湊4-19-2 漁網等
街美人、カラス防止ネット、防鳥網、漁網、レンジャーロープ、ワイヤー、合
繊ロープ、アニマルセンサー、浮子、合羽、救命胴衣、ヘルメット、害獣捕獲
檻、土のう袋、フレコンバック、シート類、自動撮影カメラ

県内
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（株）田島 代表取締役 中村　梅子 石川県金沢市湊4-19-2 消防用品類
街美人、カラス防止ネット、防鳥網、漁網、レンジャーロープ、ワイヤー、合
繊ロープ、アニマルセンサー、浮子、合羽、救命胴衣、ヘルメット、害獣捕獲
檻、土のう袋、フレコンバック、シート類、自動撮影カメラ

県内

（株）ダスキン北陸 代表取締役社長 長田　信行 石川県金沢市横川2-248 穴水営業所 リース・レンタル業類
マット・モップ等のレンタル。環境衛生商品の販売。トナーカートリッジの販
売。イベント企画、設営等のサービス。

県内

（株）ダスキン北陸 代表取締役社長 長田　信行 石川県金沢市横川2-248 穴水営業所 荒物類
マット・モップ等のレンタル。環境衛生商品の販売。トナーカートリッジの販
売。イベント企画、設営等のサービス。

県内

（株）ダスキン北陸 代表取締役社長 長田　信行 石川県金沢市横川2-248 穴水営業所 文具類
マット・モップ等のレンタル。環境衛生商品の販売。トナーカートリッジの販
売。イベント企画、設営等のサービス。

県内

（株）ダスキン北陸 代表取締役社長 長田　信行 石川県金沢市横川2-248 穴水営業所 企画展示広告・映画・室内デザイン類
マット・モップ等のレンタル。環境衛生商品の販売。トナーカートリッジの販
売。イベント企画、設営等のサービス。

県内

立山科学（株） 代表取締役 水口　勝史 富山県富山市大泉1583 その他 高齢者宅における緊急通報サービス、緊急通報装置 県外

立山科学（株） 代表取締役 水口　勝史 富山県富山市大泉1583 電気器具類 高齢者宅における緊急通報サービス、緊急通報装置 県外

田中昭文堂印刷（株） 代表取締役 田中　逸郎 石川県金沢市打木町東1448 印刷（一般）類
ポスター、パンフレット、ＤＭ、カラー美術印刷、企画・デザイン業務、オンデ
マンド印刷、帳票、頁物、書籍出版、宛名印字出力、封入封緘業務、イン
ターネット関連事業、ホームページ制作、イベント運営・広告企画。

県内

田中昭文堂印刷（株） 代表取締役 田中　逸郎 石川県金沢市打木町東1448 印刷（軽印刷）類
ポスター、パンフレット、ＤＭ、カラー美術印刷、企画・デザイン業務、オンデ
マンド印刷、帳票、頁物、書籍出版、宛名印字出力、封入封緘業務、イン
ターネット関連事業、ホームページ制作、イベント運営・広告企画。

県内

田中昭文堂印刷（株） 代表取締役 田中　逸郎 石川県金沢市打木町東1448 コンピュータ関連業務類

ポスター、パンフレット、ＤＭ、カラー美術印刷、企画・デザイン業務、オンデ
マンド印刷、帳票、頁物、書籍出版、宛名印字出力、封入封緘業務、イン
ターネット関連事業、ホームページ制作、イベント運営・広告企画。

県内

田中昭文堂印刷（株） 代表取締役 田中　逸郎 石川県金沢市打木町東1448 企画展示広告・映画・室内デザイン類

ポスター、パンフレット、ＤＭ、カラー美術印刷、企画・デザイン業務、オンデ
マンド印刷、帳票、頁物、書籍出版、宛名印字出力、封入封緘業務、イン
ターネット関連事業、ホームページ制作、イベント運営・広告企画。

県内

田中昭文堂印刷（株） 代表取締役 田中　逸郎 石川県金沢市打木町東1448 看板・標識・保安用品類

ポスター、パンフレット、ＤＭ、カラー美術印刷、企画・デザイン業務、オンデ
マンド印刷、帳票、頁物、書籍出版、宛名印字出力、封入封緘業務、イン
ターネット関連事業、ホームページ制作、イベント運営・広告企画。

県内

タニコー（株） 代表取締役社長 谷口　秀一 東京都品川区戸越1-7-20 金沢営業所 機械器具類
ガス・IH調理機器、ステンレス製シンク、調理実習台、衛生設備、冷凍冷蔵
庫、調理器具、炊飯器、洗剤、衛生商材、給食用厨房機器、食器、ステンレ
ス容器、システムキッチン、各種殺菌庫、他、オーダー対応可能

県外

タニコー（株） 代表取締役社長 谷口　秀一 東京都品川区戸越1-7-20 金沢営業所 荒物類
ガス・IH調理機器、ステンレス製シンク、調理実習台、衛生設備、冷凍冷蔵
庫、調理器具、炊飯器、洗剤、衛生商材、給食用厨房機器、食器、ステンレ
ス容器、システムキッチン、各種殺菌庫、他、オーダー対応可能

県外

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 企画展示広告・映画・室内デザイン類

展示用製作物（模型等造形物、展示ケース等特注什器、屋内外サイン、デ
ジタルサイネージ、展示装置・システム、展示用映像ソフト・コンテンツ等）展
示関連役務（展示関連調査、展示関連保守点検等）

県外

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 家具類
展示用製作物（模型等造形物、展示ケース等特注什器、屋内外サイン、デ
ジタルサイネージ、展示装置・システム、展示用映像ソフト・コンテンツ等）展
示関連役務（展示関連調査、展示関連保守点検等）

県外

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 看板・標識・保安用品類

展示用製作物（模型等造形物、展示ケース等特注什器、屋内外サイン、デ
ジタルサイネージ、展示装置・システム、展示用映像ソフト・コンテンツ等）展
示関連役務（展示関連調査、展示関連保守点検等）

県外

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 コンピュータ関連業務類

展示用製作物（模型等造形物、展示ケース等特注什器、屋内外サイン、デ
ジタルサイネージ、展示装置・システム、展示用映像ソフト・コンテンツ等）展
示関連役務（展示関連調査、展示関連保守点検等）

県外

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 その他
展示用製作物（模型等造形物、展示ケース等特注什器、屋内外サイン、デ
ジタルサイネージ、展示装置・システム、展示用映像ソフト・コンテンツ等）展
示関連役務（展示関連調査、展示関連保守点検等）

県外

（株）地域環境計画 代表取締役 髙塚　敏
東京都世田谷区桜新町2-22-3
NDSビル

名古屋支社 荒物類
鳥獣被害対策用品の販売、屋外防犯対策用品の販売、動植物・自然環境
調査、生態系調査

県外

（株）地域環境計画 代表取締役 髙塚　敏
東京都世田谷区桜新町2-22-3
NDSビル

名古屋支社 その他
鳥獣被害対策用品の販売、屋外防犯対策用品の販売、動植物・自然環境
調査、生態系調査

県外

（株）地域環境計画 代表取締役 髙塚　敏
東京都世田谷区桜新町2-22-3
NDSビル

名古屋支社 写真類
鳥獣被害対策用品の販売、屋外防犯対策用品の販売、動植物・自然環境
調査、生態系調査

県外

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 コンピュータ関連業務類

３Ｄモデリング技術を活用したコンテンツや計画シュミレーション制作。３Ｄ計
測データから文化財等の模型やジオラマ制作。ＧＩＳ技術活用業務。データ
ベース化による各種台帳整備。３Ｄ計測機器、ソフトのリース。

県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 企画展示広告・映画・室内デザイン類

３Ｄモデリング技術を活用したコンテンツや計画シュミレーション制作。３Ｄ計
測データから文化財等の模型やジオラマ制作。ＧＩＳ技術活用業務。データ
ベース化による各種台帳整備。３Ｄ計測機器、ソフトのリース。

県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 印刷（一般）類
３Ｄモデリング技術を活用したコンテンツや計画シュミレーション制作。３Ｄ計
測データから文化財等の模型やジオラマ制作。ＧＩＳ技術活用業務。データ
ベース化による各種台帳整備。３Ｄ計測機器、ソフトのリース。

県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 リース・レンタル業類

３Ｄモデリング技術を活用したコンテンツや計画シュミレーション制作。３Ｄ計
測データから文化財等の模型やジオラマ制作。ＧＩＳ技術活用業務。データ
ベース化による各種台帳整備。３Ｄ計測機器、ソフトのリース。

県内

（株）地域力活性化研究室 代表取締役 鰀目　清一朗 石川県金沢市本町1-7-2-301号 企画展示広告・映画・室内デザイン類

各種イベント業務の企画、計画、実施、運営の業務。総合広告代理店、広
告全般のプランニング。コンピューターによる情報提供サービス。国内外に
おける都市開発、地域開発に係る調査・計画。

県内

（株）地域力活性化研究室 代表取締役 鰀目　清一朗 石川県金沢市本町1-7-2-301号 印刷（一般）類
各種イベント業務の企画、計画、実施、運営の業務。総合広告代理店、広
告全般のプランニング。コンピューターによる情報提供サービス。国内外に
おける都市開発、地域開発に係る調査・計画。

県内

（株）地域力活性化研究室 代表取締役 鰀目　清一朗 石川県金沢市本町1-7-2-301号 印刷（軽印刷）類
各種イベント業務の企画、計画、実施、運営の業務。総合広告代理店、広
告全般のプランニング。コンピューターによる情報提供サービス。国内外に
おける都市開発、地域開発に係る調査・計画。

県内

（株）地域力活性化研究室 代表取締役 鰀目　清一朗 石川県金沢市本町1-7-2-301号 看板・標識・保安用品類

各種イベント業務の企画、計画、実施、運営の業務。総合広告代理店、広
告全般のプランニング。コンピューターによる情報提供サービス。国内外に
おける都市開発、地域開発に係る調査・計画。

県内

（株）地域力活性化研究室 代表取締役 鰀目　清一朗 石川県金沢市本町1-7-2-301号 コンピュータ関連業務類

各種イベント業務の企画、計画、実施、運営の業務。総合広告代理店、広
告全般のプランニング。コンピューターによる情報提供サービス。国内外に
おける都市開発、地域開発に係る調査・計画。

県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭
石川県金沢市広岡3-3-77
JR金沢駅西第一NKビル7階

（株）中央設計技術研究所 コンピュータ関連業務類

上下水道アセットマネジメント支援システム（資産管理・顧客管理・防災・財
務・経営・台帳）　環境影響評価、地盤調査、地下水調査、土壌汚染調査、
作業環境測定調査、バイオマス総合利用計画

県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭
石川県金沢市広岡3-3-77
JR金沢駅西第一NKビル7階

（株）中央設計技術研究所 その他
上下水道アセットマネジメント支援システム（資産管理・顧客管理・防災・財
務・経営・台帳）　環境影響評価、地盤調査、地下水調査、土壌汚染調査、
作業環境測定調査、バイオマス総合利用計画

県内

（株）中部資源再開発 代表取締役 今村　秀憲 石川県金沢市湊1-55-16 不用品
産業廃棄物収集運搬、木くず、廃自動車、廃タイヤ、廃ダンボール、廃プラ
スチック、空缶、金属くずの処理

県内
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（株）中部設計 代表取締役 中瀬　壽 富山県富山市本町10-2 金沢営業所 その他

①環境アセスメント調査、各種環境施設の精密機能検査、バイオマス・エネ
ルギー・廃棄物等の各種環境関連調査など②環境施設の構想・設計・施工
管理・長寿命化・解体計画・発注支援等、各種の施設整備関連業務など③
環境基本計画・ごみ処理基本計画・循環型社会推進地域計画等の計画策
定業務など

県外

千代田機電（株） 代表取締役 清水　俊輔 石川県金沢市新保本4-65-12 リース・レンタル業類 土木建設機械・除雪機械・特殊車両・仮設器材等のリースレンタル 県内

千代田機電（株） 代表取締役 清水　俊輔 石川県金沢市新保本4-65-12 機械器具類 除雪機械・小型除雪機・発電機・作業工具類の販売 県内

千代田機電（株） 代表取締役 清水　俊輔 石川県金沢市新保本4-65-12 車両類
路面清掃車・氷結防止剤散布車等の販売、建設機械・特殊車両の点検整
備

県内

千代田機電（株） 代表取締役 清水　俊輔 石川県金沢市新保本4-65-12 不用品 中古建設機械等の買取 県内

ツキノオトクリエーション 代表 吉岡　栄一 輪島市門前町皆月ツ-54 印刷（一般）類
風景や祭りの写真撮影、紙媒体やＷＥＢのデザインなど幅広い制作を行っ
ています。この活動を通して、地域の魅力を発信していきます。企業や個人
等のお力になれるようにニーズに合った制作を心がけています。

市内

ツキノオトクリエーション 代表 吉岡　栄一 輪島市門前町皆月ツ-54 印刷（軽印刷）類
風景や祭りの写真撮影、紙媒体やＷＥＢのデザインなど幅広い制作を行っ
ています。この活動を通して、地域の魅力を発信していきます。企業や個人
等のお力になれるようにニーズに合った制作を心がけています。

市内

ツキノオトクリエーション 代表 吉岡　栄一 輪島市門前町皆月ツ-54 写真類
風景や祭りの写真撮影、紙媒体やＷＥＢのデザインなど幅広い制作を行っ
ています。この活動を通して、地域の魅力を発信していきます。企業や個人
等のお力になれるようにニーズに合った制作を心がけています。

市内

ツキノオトクリエーション 代表 吉岡　栄一 輪島市門前町皆月ツ-54 企画展示広告・映画・室内デザイン類

風景や祭りの写真撮影、紙媒体やＷＥＢのデザインなど幅広い制作を行っ
ています。この活動を通して、地域の魅力を発信していきます。企業や個人
等のお力になれるようにニーズに合った制作を心がけています。

市内

ツキノオトクリエーション 代表 吉岡　栄一 輪島市門前町皆月ツ-54 コンピュータ関連業務類

風景や祭りの写真撮影、紙媒体やＷＥＢのデザインなど幅広い制作を行っ
ています。この活動を通して、地域の魅力を発信していきます。企業や個人
等のお力になれるようにニーズに合った制作を心がけています。

市内

（株）つくーる 代表取締役 緩詰　良彦 石川県金沢市問屋町1-21 家具類
イス・ソファ張替え、特別注文製作イス・ソファ・テーブル、イス・ソファ・テー
ブル、クロス、カーテン、緞帳、カーペット、ブラインド、暗幕等

県内

（株）津田測量 代表取締役 津田　亨 石川県七尾市小丸山台3-24 コンピュータ関連業務類
データベース機能付デジタル住宅地図ソフト、ネットワーク構築、データ入
力業務及び保守、インターネットコンテンツの作成等。

県内

ディーセンス（株） 代表取締役 小嶋　康人 石川県金沢市直江東1-6 理科医療機器類
ペースメーカ、ＰＣＩ、ＡＢＬ、循環器科、脳外科、放射線科、心臓血管外科、
医薬品、臨床検査試薬、ペースメーカ用プログラマー

県内

ディーセンス（株） 代表取締役 小嶋　康人 石川県金沢市直江東1-6 リース・レンタル業類
ペースメーカ、ＰＣＩ、ＡＢＬ、循環器科、脳外科、放射線科、心臓血管外科、
医薬品、臨床検査試薬、ペースメーカ用プログラマー

県内

（株）ディエスジャパン 代表取締役 北條　陽子 大阪府東大阪市吉田本町3-3-45 金沢店 事務器具類
トナーカートリッジ・ＢＪインク・ＰＰＣトナー・磁気製品・用紙・各種プリンタ・複
合機・ＬＥＤ照明・エアコン・パソコン・周辺機器全般の販売、パソコンリサイ
クルならびにデータ消去業務・プリンター修理

県外

（株）ディエスジャパン 代表取締役 北條　陽子 大阪府東大阪市吉田本町3-3-45 金沢店 不用品
トナーカートリッジ・ＢＪインク・ＰＰＣトナー・磁気製品・用紙・各種プリンタ・複
合機・ＬＥＤ照明・エアコン・パソコン・周辺機器全般の販売、パソコンリサイ
クルならびにデータ消去業務・プリンター修理

県外

（株）帝国データバンク 代表取締役社長 後藤　信夫 東京都港区南青山2-5-20 金沢支店 その他
企業信用調査、経済調査、社会調査、データベース事業、出版事業、マー
ケティング事業、市場調査、アンケート調査、企業誘致ターゲット事業、官公
庁向けサービス事業、電子商取引サポートサービス

県外

帝人ヘルスケア（株） 代表取締役社長 藤川　佳久 東京都千代田区霞が関3-2-1 リース・レンタル業類
在宅医療用医療機器の賃貸借（在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、超音
波骨折治療器、在宅持続陽圧呼吸療法等に用いる治療器）

県外

帝人ヘルスケア（株） 代表取締役社長 藤川　佳久 東京都千代田区霞が関3-2-1 理科医療機器類
在宅医療用医療機器の賃貸借（在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、超音
波骨折治療器、在宅持続陽圧呼吸療法等に用いる治療器）

県外

帝人ヘルスケア（株） 代表取締役社長 藤川　佳久 東京都千代田区霞が関3-2-1 薬品類
在宅医療用医療機器の賃貸借（在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、超音
波骨折治療器、在宅持続陽圧呼吸療法等に用いる治療器）

県外

（株）データサポート 代表取締役 二本杉　良恵 輪島市塚田町2-14 コンピュータ関連業務類

パソコン、ソフト、OA機器、通信機器、事務用家具、OA消耗品、レジス
ター、非接触型検知器、電化製品販売、ソフト設計、ホームページ作成、
データ入力業務、パソコンソフト操作指導、講師派遣

市内

（株）データサポート 代表取締役 二本杉　良恵 輪島市塚田町2-14 家具類
パソコン、ソフト、OA機器、通信機器、事務用家具、OA消耗品、レジス
ター、非接触型検知器、電化製品販売、ソフト設計、ホームページ作成、
データ入力業務、パソコンソフト操作指導、講師派遣

市内

（株）データサポート 代表取締役 二本杉　良恵 輪島市塚田町2-14 事務器具類
パソコン、ソフト、OA機器、通信機器、事務用家具、OA消耗品、レジス
ター、非接触型検知器、電化製品販売、ソフト設計、ホームページ作成、
データ入力業務、パソコンソフト操作指導、講師派遣

市内

（株）データサポート 代表取締役 二本杉　良恵 輪島市塚田町2-14 電気器具類
パソコン、ソフト、OA機器、通信機器、事務用家具、OA消耗品、レジス
ター、非接触型検知器、電化製品販売、ソフト設計、ホームページ作成、
データ入力業務、パソコンソフト操作指導、講師派遣

市内

（株）データサポート 代表取締役 二本杉　良恵 輪島市塚田町2-14 文具類
パソコン、ソフト、OA機器、通信機器、事務用家具、OA消耗品、レジス
ター、非接触型検知器、電化製品販売、ソフト設計、ホームページ作成、
データ入力業務、パソコンソフト操作指導、講師派遣

市内

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫
広島県広島市西区草津新町1-21-35
広島ミクシスビル

その他
データヘルス計画、医療費分析、ジェネリック医薬品通知、受診勧奨、服薬
情報通知、糖尿病等重症化予防、レセプト点検、レセプト・検診・検査デー
タ化、保険事業支援、レセプト情報分析、被保護者健康管理支援

県外

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町1-21-35
広島ミクシスビル

コンピュータ関連業務類

データヘルス計画、医療費分析、ジェネリック医薬品通知、受診勧奨、服薬
情報通知、糖尿病等重症化予防、レセプト点検、レセプト・検診・検査デー
タ化、保険事業支援、レセプト情報分析、被保護者健康管理支援

県外

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫
広島県広島市西区草津新町1-21-35
広島ミクシスビル

印刷（一般）類
データヘルス計画、医療費分析、ジェネリック医薬品通知、受診勧奨、服薬
情報通知、糖尿病等重症化予防、レセプト点検、レセプト・検診・検査デー
タ化、保険事業支援、レセプト情報分析、被保護者健康管理支援

県外

（株）テクノ 代表取締役社長 蔦井　和夫 石川県金沢市松寺町辰32-2 看板・標識・保安用品類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）テクノ 代表取締役社長 蔦井　和夫 石川県金沢市松寺町辰32-2 印刷（一般）類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）テクノ 代表取締役社長 蔦井　和夫 石川県金沢市松寺町辰32-2 家具類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）テクノ 代表取締役社長 蔦井　和夫 石川県金沢市松寺町辰32-2 企画展示広告・映画・室内デザイン類 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）テクノ 代表取締役社長 蔦井　和夫 石川県金沢市松寺町辰32-2 その他 交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用品類など 県内

（株）テスコム 代表取締役 小林　和夫 東京都八王子市寺町29-8 測量機器類
データー通信システム、移動体通信のソフトウェア開発、無線通信機器の
開発・製造・販売

県外

デュプロ北陸販売（株） 代表取締役社長 大秦　徹 石川県金沢市福増町北1300 事務器具類

事務用印刷機を中心に紙折機や丁合機、製本機といったオフィスのペー
パーワークを効率化する多彩な製品群の提案販売・メンテナンスを行う。ま
た北陸の人材による北陸のお客様のための地域密着型の会社を目指しま
す。

県内

デュプロ北陸販売（株） 代表取締役社長 大秦　徹 石川県金沢市福増町北1300 家具類

事務用印刷機を中心に紙折機や丁合機、製本機といったオフィスのペー
パーワークを効率化する多彩な製品群の提案販売・メンテナンスを行う。ま
た北陸の人材による北陸のお客様のための地域密着型の会社を目指しま
す。

県内
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デュプロ北陸販売（株） 代表取締役社長 大秦　徹 石川県金沢市福増町北1300 電気器具類

事務用印刷機を中心に紙折機や丁合機、製本機といったオフィスのペー
パーワークを効率化する多彩な製品群の提案販売・メンテナンスを行う。ま
た北陸の人材による北陸のお客様のための地域密着型の会社を目指しま
す。

県内

デュプロ北陸販売（株） 代表取締役社長 大秦　徹 石川県金沢市福増町北1300 紙類

事務用印刷機を中心に紙折機や丁合機、製本機といったオフィスのペー
パーワークを効率化する多彩な製品群の提案販売・メンテナンスを行う。ま
た北陸の人材による北陸のお客様のための地域密着型の会社を目指しま
す。

県内

（株）東海チャートプロダクツ 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 印刷（一般）類
検針用ハンディーターミナル用紙、計測用記録紙、各種用紙類、情報機器
関連用品（トナ-・リボン・ペンなど）、温湿度記録計、不用パソコンなど情報
機器の買受

県外

（株）東海チャートプロダクツ 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 紙類
検針用ハンディーターミナル用紙、計測用記録紙、各種用紙類、情報機器
関連用品（トナ-・リボン・ペンなど）、温湿度記録計、不用パソコンなど情報
機器の買受

県外

（株）東海チャートプロダクツ 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 コンピュータ関連業務類

検針用ハンディーターミナル用紙、計測用記録紙、各種用紙類、情報機器
関連用品（トナ-・リボン・ペンなど）、温湿度記録計、不用パソコンなど情報
機器の買受

県外

（株）東海チャートプロダクツ 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 測量機器類
検針用ハンディーターミナル用紙、計測用記録紙、各種用紙類、情報機器
関連用品（トナ-・リボン・ペンなど）、温湿度記録計、不用パソコンなど情報
機器の買受

県外

（株）東海チャートプロダクツ 代表取締役 西部　美樹 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 不用品
検針用ハンディーターミナル用紙、計測用記録紙、各種用紙類、情報機器
関連用品（トナ-・リボン・ペンなど）、温湿度記録計、不用パソコンなど情報
機器の買受

県外

（株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 東京都文京区本駒込2-29-22 印刷（一般）類
啓蒙啓発用冊子、リーフレット、ポスター、カレンダー、健康教育関連図書。
ギフト用品・啓発物品（タオル、ティッシュ等）印刷物の企画・編集・制作業務
及び翻訳業務、ＨＰ作成業務。医療機器及び保健指導機器備品。

県外

（株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 東京都文京区本駒込2-29-22 時計・漆器・工芸類
啓蒙啓発用冊子、リーフレット、ポスター、カレンダー、健康教育関連図書。
ギフト用品・啓発物品（タオル、ティッシュ等）印刷物の企画・編集・制作業務
及び翻訳業務、ＨＰ作成業務。医療機器及び保健指導機器備品。

県外

（株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 東京都文京区本駒込2-29-22 文具類
啓蒙啓発用冊子、リーフレット、ポスター、カレンダー、健康教育関連図書。
ギフト用品・啓発物品（タオル、ティッシュ等）印刷物の企画・編集・制作業務
及び翻訳業務、ＨＰ作成業務。医療機器及び保健指導機器備品。

県外

（株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 東京都文京区本駒込2-29-22 理科医療機器類
啓蒙啓発用冊子、リーフレット、ポスター、カレンダー、健康教育関連図書。
ギフト用品・啓発物品（タオル、ティッシュ等）印刷物の企画・編集・制作業務
及び翻訳業務、ＨＰ作成業務。医療機器及び保健指導機器備品。

県外

（株）東京法規出版 代表取締役 菅　国典 東京都文京区本駒込2-29-22 漁網等
啓蒙啓発用冊子、リーフレット、ポスター、カレンダー、健康教育関連図書。
ギフト用品・啓発物品（タオル、ティッシュ等）印刷物の企画・編集・制作業務
及び翻訳業務、ＨＰ作成業務。医療機器及び保健指導機器備品。

県外

東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 長野県長野市南千歳町1005 その他
加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行・
販売。法律関係の例規検索システムの企画・開発。地域防災計画の策定、
防災マップの作成。学力検査の制作、採点・成績処理。

県外

東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 長野県長野市南千歳町1005 印刷（一般）類
加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行・
販売。法律関係の例規検索システムの企画・開発。地域防災計画の策定、
防災マップの作成。学力検査の制作、採点・成績処理。

県外

東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 長野県長野市南千歳町1005 文具類
加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行・
販売。法律関係の例規検索システムの企画・開発。地域防災計画の策定、
防災マップの作成。学力検査の制作、採点・成績処理。

県外

東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 長野県長野市南千歳町1005 コンピュータ関連業務類

加除式法規集、法律解説書、防災関連書籍等の企画・編集・印刷・発行・
販売。法律関係の例規検索システムの企画・開発。地域防災計画の策定、
防災マップの作成。学力検査の制作、採点・成績処理。

県外

東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 金沢支店 電気器具類
上下水道システム、受変電システム、無停電電源装置、電波・通信システ
ム、無線機器、通信機器、計測機器　他

県外

東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 金沢支店 測量機器類
上下水道システム、受変電システム、無停電電源装置、電波・通信システ
ム、無線機器、通信機器、計測機器　他

県外

東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 金沢支店 コンピュータ関連業務類
上下水道システム、受変電システム、無停電電源装置、電波・通信システ
ム、無線機器、通信機器、計測機器　他

県外

東武トップツアーズ（株） 代表取締役 坂巻　伸昭 東京都墨田区押上1-1-2 七尾支店 その他 プロモーション　ワクチン接種事業（コールセンター、システム業務等） 県外

當目弘文社 當目　昌次郎 石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字2番乙地 事務器具類
事務器具類　事務機器、コピー機　文具類　文房具　書籍　運動類　スポー
ツ用具　テント　家具類　スチー家具　学童机　紙類　コピー用紙

県内

當目弘文社 當目　昌次郎 石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字2番乙地 運動具類
事務器具類　事務機器、コピー機　文具類　文房具　書籍　運動類　スポー
ツ用具　テント　家具類　スチー家具　学童机　紙類　コピー用紙

県内

當目弘文社 當目　昌次郎 石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字2番乙地 家具類
事務器具類　事務機器、コピー機　文具類　文房具　書籍　運動類　スポー
ツ用具　テント　家具類　スチー家具　学童机　紙類　コピー用紙

県内

當目弘文社 當目　昌次郎 石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字2番乙地 文具類
事務器具類　事務機器、コピー機　文具類　文房具　書籍　運動類　スポー
ツ用具　テント　家具類　スチー家具　学童机　紙類　コピー用紙

県内

當目弘文社 當目　昌次郎 石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字2番乙地 紙類
事務器具類　事務機器、コピー機　文具類　文房具　書籍　運動類　スポー
ツ用具　テント　家具類　スチー家具　学童机　紙類　コピー用紙

県内

東洋計器（株） 代表取締役社長 土田　泰正 長野県松本市和田3967-10 金沢営業所 測量機器類 水道メータ・ガスメータの製造・販売 県外

（株）東洋食品 代表取締役 荻久保　英男 東京都台東区東上野1-14-4 その他 給食調理・洗浄業務 県外

（株）トーケミ 代表取締役 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北1-12-11 金沢出張所 原材料類
水処理用ろ過材の製造・販売　ケミカルポンプ及びタンク等周辺機器の製
造・販売　環境保全機器、プラント装置の販売

県外

（株）トーケミ 代表取締役 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北1-12-11 金沢出張所 機械器具類
水処理用ろ過材の製造・販売　ケミカルポンプ及びタンク等周辺機器の製
造・販売　環境保全機器、プラント装置の販売

県外

（株）トーシン 代表取締役 平本　元淑 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐2403-20 その他 ペットボトル減容品 県外

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 代表取締役 吉村　利一 東京都港区赤坂3-21-21 その他
公会計・公営企業会計整備（財務書類作成、固定資産台帳整備、システム
導入）、計画策定（公共施設等総合管理計画、個別施設計画、長寿命化計
画）

県外

有限責任監査法人トーマツ 包括代表 國井　泰成
東京都千代田区丸の内3-2-3
丸の内二重橋ビルディング

その他
地方公営企業会計の会計制度改正対応、法適化、経営分析・評価に関す
る指導・助言、計画策定、調査研究、監査の実施、自治体経営活動に係る
支援、コンサル、情報システム監査・構築支援

県外

有限責任監査法人トーマツ 包括代表 國井　泰成
東京都千代田区丸の内3-2-3
丸の内二重橋ビルディング

コンピュータ関連業務類

地方公営企業会計の会計制度改正対応、法適化、経営分析・評価に関す
る指導・助言、計画策定、調査研究、監査の実施、自治体経営活動に係る
支援、コンサル、情報システム監査・構築支援

県外

徳野印刷 徳野　喜一郎 輪島市河井町4-134 印刷（一般）類
頁物、冊子、パンフレット、ポスター、チケット、帳票、名刺、はがき、封筒な
ど印刷業務。印章、ゴム印など。各種紙製品、事務用品販売。印刷用紙、コ
ピー用紙など。

市内

徳野印刷 徳野　喜一郎 輪島市河井町4-134 印刷（軽印刷）類
頁物、冊子、パンフレット、ポスター、チケット、帳票、名刺、はがき、封筒な
ど印刷業務。印章、ゴム印など。各種紙製品、事務用品販売。印刷用紙、コ
ピー用紙など。

市内
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徳野印刷 徳野　喜一郎 輪島市河井町4-134 印判類
頁物、冊子、パンフレット、ポスター、チケット、帳票、名刺、はがき、封筒な
ど印刷業務。印章、ゴム印など。各種紙製品、事務用品販売。印刷用紙、コ
ピー用紙など。

市内

徳野印刷 徳野　喜一郎 輪島市河井町4-134 文具類
頁物、冊子、パンフレット、ポスター、チケット、帳票、名刺、はがき、封筒な
ど印刷業務。印章、ゴム印など。各種紙製品、事務用品販売。印刷用紙、コ
ピー用紙など。

市内

徳野印刷 徳野　喜一郎 輪島市河井町4-134 紙類
頁物、冊子、パンフレット、ポスター、チケット、帳票、名刺、はがき、封筒な
ど印刷業務。印章、ゴム印など。各種紙製品、事務用品販売。印刷用紙、コ
ピー用紙など。

市内

鳥羽システム（株） 代表取締役 金盛　一秀 富山県富山市窪本町1-15 石川支店 機械器具類
ビル、病院、工場等の空調自動制御機器、空調機、エアフィルター、各メー
カーの家電・照明機器の販売、施行、メンテナンスサービス

県外

鳥羽システム（株） 代表取締役 金盛　一秀 富山県富山市窪本町1-15 石川支店 測量機器類
ビル、病院、工場等の空調自動制御機器、空調機、エアフィルター、各メー
カーの家電・照明機器の販売、施行、メンテナンスサービス

県外

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 理科医療機器類
医療用消耗品、介護・福祉機器、計測量機器、実験・分析機器、試薬、衛
生材料の販売、医療機器等のリース・レンタル、保守、メンテナンス、ＳＰＤ

県内

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 測量機器類
医療用消耗品、介護・福祉機器、計測量機器、実験・分析機器、試薬、衛
生材料の販売、医療機器等のリース・レンタル、保守、メンテナンス、ＳＰＤ

県内

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 薬品類
医療用消耗品、介護・福祉機器、計測量機器、実験・分析機器、試薬、衛
生材料の販売、医療機器等のリース・レンタル、保守、メンテナンス、ＳＰＤ

県内

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 リース・レンタル業類
医療用消耗品、介護・福祉機器、計測量機器、実験・分析機器、試薬、衛
生材料の販売、医療機器等のリース・レンタル、保守、メンテナンス、ＳＰＤ

県内

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 その他
医療用消耗品、介護・福祉機器、計測量機器、実験・分析機器、試薬、衛
生材料の販売、医療機器等のリース・レンタル、保守、メンテナンス、ＳＰＤ

県内

（株）トミキライフケア 代表取締役 冨木　誠一 石川県金沢市問屋町2-74 理科医療機器類
医療用ベッド・介護用ベッド・手すり・特殊入浴装置・介護用リフト・車いす・
電動車椅子・杖・リハビリ機器・介護用品・ポータブルトイレ・紙おむつ

県内

トヨタエルアンドエフ石川（株） 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市福増町北836 七尾営業所 車両類
フォークリフト・ショベルローダ・プラスチック箱類・産業車輌の検査修理・軽
量スチール棚・重量ラック・パレット各種・物流機器・ヒータ・クーラ・ハンドリ
フト・フォークリフトリース、レンタル・タイヤ

県内

トヨタエルアンドエフ石川（株） 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市福増町北836 七尾営業所 家具類
フォークリフト・ショベルローダ・プラスチック箱類・産業車輌の検査修理・軽
量スチール棚・重量ラック・パレット各種・物流機器・ヒータ・クーラ・ハンドリ
フト・フォークリフトリース、レンタル・タイヤ

県内

トヨタエルアンドエフ石川（株） 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市福増町北836 七尾営業所 機械器具類
フォークリフト・ショベルローダ・プラスチック箱類・産業車輌の検査修理・軽
量スチール棚・重量ラック・パレット各種・物流機器・ヒータ・クーラ・ハンドリ
フト・フォークリフトリース、レンタル・タイヤ

県内

トヨタエルアンドエフ石川（株） 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市福増町北836 七尾営業所 電気器具類
フォークリフト・ショベルローダ・プラスチック箱類・産業車輌の検査修理・軽
量スチール棚・重量ラック・パレット各種・物流機器・ヒータ・クーラ・ハンドリ
フト・フォークリフトリース、レンタル・タイヤ

県内

トヨタエルアンドエフ石川（株） 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市福増町北836 七尾営業所 リース・レンタル業類

フォークリフト・ショベルローダ・プラスチック箱類・産業車輌の検査修理・軽
量スチール棚・重量ラック・パレット各種・物流機器・ヒータ・クーラ・ハンドリ
フト・フォークリフトリース、レンタル・タイヤ

県内

（株）トヨタレンタリース石川 代表取締役 架谷　洋司 石川県金沢市神田1-3-10 リース・レンタル業類 レンタカー・カーリース 県内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 荒物類

空調調和機、空調フィルター、ボイラー、貯水槽、貯湯槽、給排水機器、
キッチン、バスユニット、蛇口、トイレ、給水給湯機器、自動火災報知器、避
難器具、消火栓ホース、消火器、熱煙感知器、誘導灯、ポンプ、清掃用品、
手袋、マスク、厨房機器、業務用冷蔵庫、配膳車、家庭用電化製品、業務
用電化製品、ベッド、介護用品、蛍光灯、蛍光管、電球、冷水器、日用雑
貨、災害食料品

市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 消防用品類

空調調和機、空調フィルター、ボイラー、貯水槽、貯湯槽、給排水機器、
キッチン、バスユニット、蛇口、トイレ、給水給湯機器、自動火災報知器、避
難器具、消火栓ホース、消火器、熱煙感知器、誘導灯、ポンプ、清掃用品、
手袋、マスク、厨房機器、業務用冷蔵庫、配膳車、家庭用電化製品、業務
用電化製品、ベッド、介護用品、蛍光灯、蛍光管、電球、冷水器、日用雑
貨、災害食料品

市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 機械器具類

空調調和機、空調フィルター、ボイラー、貯水槽、貯湯槽、給排水機器、
キッチン、バスユニット、蛇口、トイレ、給水給湯機器、自動火災報知器、避
難器具、消火栓ホース、消火器、熱煙感知器、誘導灯、ポンプ、清掃用品、
手袋、マスク、厨房機器、業務用冷蔵庫、配膳車、家庭用電化製品、業務
用電化製品、ベッド、介護用品、蛍光灯、蛍光管、電球、冷水器、日用雑
貨、災害食料品

市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 電気器具類

空調調和機、空調フィルター、ボイラー、貯水槽、貯湯槽、給排水機器、
キッチン、バスユニット、蛇口、トイレ、給水給湯機器、自動火災報知器、避
難器具、消火栓ホース、消火器、熱煙感知器、誘導灯、ポンプ、清掃用品、
手袋、マスク、厨房機器、業務用冷蔵庫、配膳車、家庭用電化製品、業務
用電化製品、ベッド、介護用品、蛍光灯、蛍光管、電球、冷水器、日用雑
貨、災害食料品

市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 理科医療機器類

空調調和機、空調フィルター、ボイラー、貯水槽、貯湯槽、給排水機器、
キッチン、バスユニット、蛇口、トイレ、給水給湯機器、自動火災報知器、避
難器具、消火栓ホース、消火器、熱煙感知器、誘導灯、ポンプ、清掃用品、
手袋、マスク、厨房機器、業務用冷蔵庫、配膳車、家庭用電化製品、業務
用電化製品、ベッド、介護用品、蛍光灯、蛍光管、電球、冷水器、日用雑
貨、災害食料品

市内

（株）中上屋自動車 代表取締役 中島　幸治 輪島市堀町4-50-1 車両類
新車、中古車販売、自動車整備、車検、鈑金、塗装、自動車保険、事故処
理、レンタカー、リース

市内

（株）中上屋自動車 代表取締役 中島　幸治 輪島市堀町4-50-1 リース・レンタル業類
新車、中古車販売、自動車整備、車検、鈑金、塗装、自動車保険、事故処
理、レンタカー、リース

市内

長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 埼玉県川口市仲町2-19 豊橋営業所 原材料類 上下水道用鉄蓋製造販売、災害用トイレ製造販売 県外

長島鋳物（株） 代表取締役 長島　博高 埼玉県川口市仲町2-19 豊橋営業所 消防用品類 上下水道用鉄蓋製造販売、災害用トイレ製造販売 県外

（株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 大阪府大阪市生野区巽南5-4-14 金沢営業所 機械器具類
厨房機器、洗浄機、消毒保管機、包丁殺菌庫、ガスレンジ、冷蔵庫、冷凍
庫、真空冷却機、回転釜、揚物機、焼物機、調理台、シンク、シェルフ、配膳
車、調理機器、オーブン、磁器食器、樹脂食器、食缶、厨房用洗剤

県外

（株）中西製作所 代表取締役 中西　一真 大阪府大阪市生野区巽南5-4-14 金沢営業所 荒物類
厨房機器、洗浄機、消毒保管機、包丁殺菌庫、ガスレンジ、冷蔵庫、冷凍
庫、真空冷却機、回転釜、揚物機、焼物機、調理台、シンク、シェルフ、配膳
車、調理機器、オーブン、磁器食器、樹脂食器、食缶、厨房用洗剤

県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 測量機器類
弊社開発の騒音・振動・温度の各センサーとFOMAモジュールを備えたセン
サー子機をプラント設備等に設置しデータを無線ネットワークで送信・蓄積
する、プラント設備等の状態監視システムです。（システム名：ｉ-Ｓｅｅ）

県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 コンピュータ関連業務類

弊社開発の騒音・振動・温度の各センサーとFOMAモジュールを備えたセン
サー子機をプラント設備等に設置しデータを無線ネットワークで送信・蓄積
する、プラント設備等の状態監視システムです。（システム名：ｉ-Ｓｅｅ）

県外
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（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 コンピュータ関連業務類

主にGISシステム（地理情報システム）ソフトウェアの開発、構築に力を入れ
ている為、高性能デジタル航空カメラを導入。航空写真の撮影、焼付業務、
パソコン及び周辺機器の販売、リースも行っている。

県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 印刷（軽印刷）類
主にGISシステム（地理情報システム）ソフトウェアの開発、構築に力を入れ
ている為、高性能デジタル航空カメラを導入。航空写真の撮影、焼付業務、
パソコン及び周辺機器の販売、リースも行っている。

県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 写真類
主にGISシステム（地理情報システム）ソフトウェアの開発、構築に力を入れ
ている為、高性能デジタル航空カメラを導入。航空写真の撮影、焼付業務、
パソコン及び周辺機器の販売、リースも行っている。

県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 事務器具類
主にGISシステム（地理情報システム）ソフトウェアの開発、構築に力を入れ
ている為、高性能デジタル航空カメラを導入。航空写真の撮影、焼付業務、
パソコン及び周辺機器の販売、リースも行っている。

県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 リース・レンタル業類

主にGISシステム（地理情報システム）ソフトウェアの開発、構築に力を入れ
ている為、高性能デジタル航空カメラを導入。航空写真の撮影、焼付業務、
パソコン及び周辺機器の販売、リースも行っている。

県外

長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 石川県金沢市浅野本町ﾛ145 消防用品類 消防車輌製造・販売。消化器・防災用品・消防ホース販売。ＡＥＤ。 県内

長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 石川県金沢市浅野本町ﾛ145 理科医療機器類 消防車輌製造・販売。消化器・防災用品・消防ホース販売。ＡＥＤ。 県内

（株）ナガワ 代表取締役社長 髙橋　修
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング22F

金沢営業所 リース・レンタル業類

スーパーハウス（ユニットハウス）の製造・販売・レンタル。危険物保管庫、
防災倉庫、物置、事務所、喫煙室等の特別注文ハウスの製造販売。オフィ
ス家具（スチール家具）の販売。

県外

（株）ナガワ 代表取締役社長 髙橋　修
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング22F

金沢営業所 消防用品類
スーパーハウス（ユニットハウス）の製造・販売・レンタル。危険物保管庫、
防災倉庫、物置、事務所、喫煙室等の特別注文ハウスの製造販売。オフィ
ス家具（スチール家具）の販売。

県外

（株）ナガワ 代表取締役社長 髙橋　修
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング22F

金沢営業所 家具類
スーパーハウス（ユニットハウス）の製造・販売・レンタル。危険物保管庫、
防災倉庫、物置、事務所、喫煙室等の特別注文ハウスの製造販売。オフィ
ス家具（スチール家具）の販売。

県外

（株）ナガワ 代表取締役社長 髙橋　修
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング22F

金沢営業所 事務器具類
スーパーハウス（ユニットハウス）の製造・販売・レンタル。危険物保管庫、
防災倉庫、物置、事務所、喫煙室等の特別注文ハウスの製造販売。オフィ
ス家具（スチール家具）の販売。

県外

（株）ナガワ 代表取締役社長 髙橋　修
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング22F

金沢営業所 看板・標識・保安用品類

スーパーハウス（ユニットハウス）の製造・販売・レンタル。危険物保管庫、
防災倉庫、物置、事務所、喫煙室等の特別注文ハウスの製造販売。オフィ
ス家具（スチール家具）の販売。

県外

（有）南志見自動車工場 代表取締役 角　明彦 輪島市里町4-10 車両類 新車・中古車販売・修理・車検整備 市内

南志見タクシー 角　明彦 輪島市里町1-6-3 その他 タクシー営業、スクールバス運行 市内

ナブコドア（株） 代表取締役社長 三木　敏生 大阪府大阪市西区西本町1-12-22 北陸支店 機械器具類 各種自動ドアの修理業務（自動ドア開閉装置） 県外

ナレッジメディカル（株） 代表取締役社長 久湊　勝巳 石川県金沢市元町2-13-8 理科医療機器類
X線装置、X線CT、MRI、超音波診断装置、生体検体検査装置、内視鏡、CR
装置、PACSシステム他、診療材料等、高度救命処置用資器材、パソコン、
コピー機、医療機器リース、感染対策機器

県内

ナレッジメディカル（株） 代表取締役社長 久湊　勝巳 石川県金沢市元町2-13-8 消防用品類
X線装置、X線CT、MRI、超音波診断装置、生体検体検査装置、内視鏡、CR
装置、PACSシステム他、診療材料等、高度救命処置用資器材、パソコン、
コピー機、医療機器リース、感染対策機器

県内

ナレッジメディカル（株） 代表取締役社長 久湊　勝巳 石川県金沢市元町2-13-8 リース・レンタル業類

X線装置、X線CT、MRI、超音波診断装置、生体検体検査装置、内視鏡、CR
装置、PACSシステム他、診療材料等、高度救命処置用資器材、パソコン、
コピー機、医療機器リース、感染対策機器

県内

ナレッジメディカル（株） 代表取締役社長 久湊　勝巳 石川県金沢市元町2-13-8 事務器具類
X線装置、X線CT、MRI、超音波診断装置、生体検体検査装置、内視鏡、CR
装置、PACSシステム他、診療材料等、高度救命処置用資器材、パソコン、
コピー機、医療機器リース、感染対策機器

県内

ナレッジメディカル（株） 代表取締役社長 久湊　勝巳 石川県金沢市元町2-13-8 機械器具類
X線装置、X線CT、MRI、超音波診断装置、生体検体検査装置、内視鏡、CR
装置、PACSシステム他、診療材料等、高度救命処置用資器材、パソコン、
コピー機、医療機器リース、感染対策機器

県内

（株）ニジイロクリエイト 代表取締役 青木　裕江 石川県金沢市北間町イ47-1 その他
ＰＨメーター及び校正液　分析機器類　恒湿器・恒温恒湿器　微生物試験
用培地　実験台　実験用ガラス器具　滅菌容器　残宗塩素測定器及び試薬
環境水水質分析　地下水水質分析　プール水水質検査　食品微生物検査

県内

（株）ニジイロクリエイト 代表取締役 青木　裕江 石川県金沢市北間町イ47-1 理科医療機器類
ＰＨメーター及び校正液　分析機器類　恒湿器・恒温恒湿器　微生物試験
用培地　実験台　実験用ガラス器具　滅菌容器　残宗塩素測定器及び試薬
環境水水質分析　地下水水質分析　プール水水質検査　食品微生物検査

県内

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 北陸支店 コンピュータ関連業務類

情報機器（ＬＡＮ、ＰＣ等）、通信機器（ＰＢＸ、ビジネスホン、ＩＰ電話システ
ム、電話機、ＦＡＸ）、情報通信システム、防災行政無線、その他伝送設備
等の設計コンサル。ＡＳＰ及びデータセンタサービスの提供。

県外

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 北陸支店 事務器具類
情報機器（ＬＡＮ、ＰＣ等）、通信機器（ＰＢＸ、ビジネスホン、ＩＰ電話システ
ム、電話機、ＦＡＸ）、情報通信システム、防災行政無線、その他伝送設備
等の設計コンサル。ＡＳＰ及びデータセンタサービスの提供。

県外

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 北陸支店 電気器具類
情報機器（ＬＡＮ、ＰＣ等）、通信機器（ＰＢＸ、ビジネスホン、ＩＰ電話システ
ム、電話機、ＦＡＸ）、情報通信システム、防災行政無線、その他伝送設備
等の設計コンサル。ＡＳＰ及びデータセンタサービスの提供。

県外

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 北陸支店 リース・レンタル業類

情報機器（ＬＡＮ、ＰＣ等）、通信機器（ＰＢＸ、ビジネスホン、ＩＰ電話システ
ム、電話機、ＦＡＸ）、情報通信システム、防災行政無線、その他伝送設備
等の設計コンサル。ＡＳＰ及びデータセンタサービスの提供。

県外

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 北陸支店 その他
情報機器（ＬＡＮ、ＰＣ等）、通信機器（ＰＢＸ、ビジネスホン、ＩＰ電話システ
ム、電話機、ＦＡＸ）、情報通信システム、防災行政無線、その他伝送設備
等の設計コンサル。ＡＳＰ及びデータセンタサービスの提供。

県外

（株）西日本水道センター 代表取締役 工藤　清 大阪府大阪市淀川区宮原2-10-9 大阪支店 その他 上水道漏水調査、水圧・流量測定 県外

（株）西原環境 代表取締役 西原　幸志 東京都港区海岸3-20-20 東京・東北支店 機械器具類 水処理関連機器及び工業用薬品類の販売 県外

（株）西原環境 代表取締役 西原　幸志 東京都港区海岸3-20-20 東京・東北支店 薬品類 水処理関連機器及び工業用薬品類の販売 県外

（株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台2-9 その他
医療事務、人材派遣、窓口業務、保育業務、データ入力業務、情報関連機
器、情報処理、電算、各種調査測定、データ処理、ベッド、福祉機器、介護
用品、車椅子、衛生用紙、フォーム印刷、封筒

県外

（株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台2-9 理科医療機器類
医療事務、人材派遣、窓口業務、保育業務、データ入力業務、情報関連機
器、情報処理、電算、各種調査測定、データ処理、ベッド、福祉機器、介護
用品、車椅子、衛生用紙、フォーム印刷、封筒

県外

（株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台2-9 紙類
医療事務、人材派遣、窓口業務、保育業務、データ入力業務、情報関連機
器、情報処理、電算、各種調査測定、データ処理、ベッド、福祉機器、介護
用品、車椅子、衛生用紙、フォーム印刷、封筒

県外

（株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台2-9 コンピュータ関連業務類

医療事務、人材派遣、窓口業務、保育業務、データ入力業務、情報関連機
器、情報処理、電算、各種調査測定、データ処理、ベッド、福祉機器、介護
用品、車椅子、衛生用紙、フォーム印刷、封筒

県外

（株）ニチイ学館 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台2-9 リース・レンタル業類

医療事務、人材派遣、窓口業務、保育業務、データ入力業務、情報関連機
器、情報処理、電算、各種調査測定、データ処理、ベッド、福祉機器、介護
用品、車椅子、衛生用紙、フォーム印刷、封筒

県外

（株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 東京都品川区西五反田1-3-8 金沢支店 リース・レンタル業類 ファイナンスリース（医療機器等）、割賦販売（医療機器等） 県外

（株）日医リース 代表取締役 小早川　英樹 東京都品川区西五反田1-3-8 金沢支店 理科医療機器類 ファイナンスリース（医療機器等）、割賦販売（医療機器等） 県外
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日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 農薬・肥料・飼料類
農薬・肥料・農業用資材・工業用消石灰・凍結防止剤・農産物等の卸売。温
室・ビニールハウスの販売、施工。害虫防除サービス。玄米・精米の販売。

県内

日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 薬品類
農薬・肥料・農業用資材・工業用消石灰・凍結防止剤・農産物等の卸売。温
室・ビニールハウスの販売、施工。害虫防除サービス。玄米・精米の販売。

県内

日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 種苗・水槽・動物
農薬・肥料・農業用資材・工業用消石灰・凍結防止剤・農産物等の卸売。温
室・ビニールハウスの販売、施工。害虫防除サービス。玄米・精米の販売。

県内

日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 機械器具類
農薬・肥料・農業用資材・工業用消石灰・凍結防止剤・農産物等の卸売。温
室・ビニールハウスの販売、施工。害虫防除サービス。玄米・精米の販売。

県内

日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 食料類
農薬・肥料・農業用資材・工業用消石灰・凍結防止剤・農産物等の卸売。温
室・ビニールハウスの販売、施工。害虫防除サービス。玄米・精米の販売。

県内

（株）日環商事 代表取締役 浜井　由香利 石川県金沢市無量寺5-75 薬品類
水処理機器及び関連薬品の卸売。滅菌剤、活性炭、高分子凝集剤、ポン
プ、送風機、脱臭剤、水質検査器、理化学機器を主力に、北海道から東
北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄地方まで商圏としています。

県内

（株）日環商事 代表取締役 浜井　由香利 石川県金沢市無量寺5-75 機械器具類
水処理機器及び関連薬品の卸売。滅菌剤、活性炭、高分子凝集剤、ポン
プ、送風機、脱臭剤、水質検査器、理化学機器を主力に、北海道から東
北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄地方まで商圏としています。

県内

（株）日環商事 代表取締役 浜井　由香利 石川県金沢市無量寺5-75 測量機器類
水処理機器及び関連薬品の卸売。滅菌剤、活性炭、高分子凝集剤、ポン
プ、送風機、脱臭剤、水質検査器、理化学機器を主力に、北海道から東
北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄地方まで商圏としています。

県内

（株）日環商事 代表取締役 浜井　由香利 石川県金沢市無量寺5-75 理科医療機器類
水処理機器及び関連薬品の卸売。滅菌剤、活性炭、高分子凝集剤、ポン
プ、送風機、脱臭剤、水質検査器、理化学機器を主力に、北海道から東
北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄地方まで商圏としています。

県内

（株）日環商事 代表取締役 浜井　由香利 石川県金沢市無量寺5-75 紙類
水処理機器及び関連薬品の卸売。滅菌剤、活性炭、高分子凝集剤、ポン
プ、送風機、脱臭剤、水質検査器、理化学機器を主力に、北海道から東
北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄地方まで商圏としています。

県内

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保3-1-23 リース・レンタル業類

生涯福祉業務総合支援ソフト賃貸借・障害福祉サービスパッケージソフトレ
ンタル・ファイル・ボックス・保険証カバー・カードケース・健康手帳・キャビ
ネット・ユニットウォール、オフィスセーバー・ＧＰ製本セット

県外

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保3-1-23 文具類
生涯福祉業務総合支援ソフト賃貸借・障害福祉サービスパッケージソフトレ
ンタル・ファイル・ボックス・保険証カバー・カードケース・健康手帳・キャビ
ネット・ユニットウォール、オフィスセーバー・ＧＰ製本セット

県外

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保3-1-23 印刷（一般）類
生涯福祉業務総合支援ソフト賃貸借・障害福祉サービスパッケージソフトレ
ンタル・ファイル・ボックス・保険証カバー・カードケース・健康手帳・キャビ
ネット・ユニットウォール、オフィスセーバー・ＧＰ製本セット

県外

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保3-1-23 家具類
生涯福祉業務総合支援ソフト賃貸借・障害福祉サービスパッケージソフトレ
ンタル・ファイル・ボックス・保険証カバー・カードケース・健康手帳・キャビ
ネット・ユニットウォール、オフィスセーバー・ＧＰ製本セット

県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 その他
生活環境・社会環境影響評価、、水中及び土壌中の物質の濃度にかかる
測定分析、音圧レベル・振動加速度レベル、作業環境測定、下水道台帳管
理システム、データ入力、航空写真撮影、デジタルマッピング

県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 写真類
生活環境・社会環境影響評価、、水中及び土壌中の物質の濃度にかかる
測定分析、音圧レベル・振動加速度レベル、作業環境測定、下水道台帳管
理システム、データ入力、航空写真撮影、デジタルマッピング

県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 コンピュータ関連業務類

生活環境・社会環境影響評価、、水中及び土壌中の物質の濃度にかかる
測定分析、音圧レベル・振動加速度レベル、作業環境測定、下水道台帳管
理システム、データ入力、航空写真撮影、デジタルマッピング

県外

（株）ニッコク 代表取締役 御法川　法男 東京都港区六本木6-17-1 小松営業所 測量機器類 水道メーター 県外

（株）日産カーレンタルソリューション 代表取締役 岡本　智 神奈川県横浜市西区高島1-1-1 （株）日産カーレンタルソリューション リース・レンタル業類 レンタカー業務 県外

日清医療食品（株） 代表取締役社長 菅井　正一 東京都千代田区丸の内2-7-3 近畿支店 その他 給食業務（病院や福祉施設などが主要取引先です） 県外

日清医療食品（株） 代表取締役社長 菅井　正一 東京都千代田区丸の内2-7-3 近畿支店 食料類 給食用食材、病院・福祉施設向けお弁当 県外

日成ビルド工業（株） 代表取締役 上田　秀樹 石川県金沢市金石北3-16-10 金沢支店 リース・レンタル業類

プレハブ建築、プレハブ建築物の設計・製造・販売・設置及び賃貸　建築工
事、土木工事の請負、設計、監理、施行及びコンサルティング　駐車場、施
行、請負、監理及び製造販売、輸出入、賃貸、メンテナンス

県内

日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 東京都千代田区九段南1-5-10 リース・レンタル業類
サニタイザー、エアーフレッシュナー、ハンドドライヤー、シートクリーナー、
オートソープ、サニッコ、ディティーパック、業務用捕虫器

県外

日本キャタピラー合同会社 代表社員　キャタピラージャパン合同会社　職務執行者 本田　博人 東京都中野区本町1-32-2 石川営業所 機械器具類 建設機械、除雪機械の販売及びサービス・レンタル・リース 県外

日本キャタピラー合同会社 代表社員　キャタピラージャパン合同会社　職務執行者 本田　博人 東京都中野区本町1-32-2 石川営業所 リース・レンタル業類 建設機械、除雪機械の販売及びサービス・レンタル・リース 県外

日本キャタピラー合同会社 代表社員　キャタピラージャパン合同会社　職務執行者 本田　博人 東京都中野区本町1-32-2 石川営業所 車両類 建設機械、除雪機械の販売及びサービス・レンタル・リース 県外

日本船舶薬品（株） 代表取締役 岩﨑　潤一 神奈川県横浜市中区かもめ町6 金沢営業所 理科医療機器類
人工呼吸器、自動体外式除細動器、心電図モニタ、自動心臓マッサージ
器、輸液ポンプ、血圧計、ストレッチャー、簡易ベッド、陰陽圧テント、除染テ
ント、災害用トイレ、感染防護服、手袋、サージカルマスク

県外

日本船舶薬品（株） 代表取締役 岩﨑　潤一 神奈川県横浜市中区かもめ町6 金沢営業所 被服類
人工呼吸器、自動体外式除細動器、心電図モニタ、自動心臓マッサージ
器、輸液ポンプ、血圧計、ストレッチャー、簡易ベッド、陰陽圧テント、除染テ
ント、災害用トイレ、感染防護服、手袋、サージカルマスク

県外

日本船舶薬品（株） 代表取締役 岩﨑　潤一 神奈川県横浜市中区かもめ町6 金沢営業所 薬品類
人工呼吸器、自動体外式除細動器、心電図モニタ、自動心臓マッサージ
器、輸液ポンプ、血圧計、ストレッチャー、簡易ベッド、陰陽圧テント、除染テ
ント、災害用トイレ、感染防護服、手袋、サージカルマスク

県外

日本船舶薬品（株） 代表取締役 岩﨑　潤一 神奈川県横浜市中区かもめ町6 金沢営業所 消防用品類
人工呼吸器、自動体外式除細動器、心電図モニタ、自動心臓マッサージ
器、輸液ポンプ、血圧計、ストレッチャー、簡易ベッド、陰陽圧テント、除染テ
ント、災害用トイレ、感染防護服、手袋、サージカルマスク

県外

日本通運（株） 代表取締役社長 齋藤　充 東京都港区東新橋1-9 金沢支店 その他
鉄道利用運送事業、貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業、海
上運送事業、内航海事業、港湾運送事業、船舶利用運送事業、利用航空
運送事業倉庫業、通関業などの物流事業全般及び関連事業

県外

日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 森田　隆之 東京都港区芝5-7-1 北陸支社 コンピュータ関連業務類
コンピュータ及び関連機器の販売・ネットワーク構築・ソフトウェア開発　通
信機器・無線機器・パソコン・ファックス

県外

日本電気（株） 代表取締役執行役員社長 森田　隆之 東京都港区芝5-7-1 北陸支社 電気器具類
コンピュータ及び関連機器の販売・ネットワーク構築・ソフトウェア開発　通
信機器・無線機器・パソコン・ファックス

県外

日本ドライケミカル（株） 代表取締役社長 遠山　榮一 東京都北区田端6-1-1 北陸支店 消防用品類
消防自動車・消化器・消火薬剤・消火設備・避難器具・救助資機材・消防用
被服・小型消防ポンプ・消防用ホース・避難用品・保存食料・避難生活用品

県外

ニッポンレンタカー中部（株） 代表取締役社長 北野　信吾 愛知県名古屋市中村区則武1-33-4 リース・レンタル業類 レンタカー、カーリース、カーシェア 県外

（有）日本一安い罠の店 代表取締役 三重野　丈一 大分県由布市挾間町来鉢2996-2 機械器具類 有害鳥獣捕獲資材全般 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 コンピュータ関連業務類 各種システム開発、データ入力、航空写真撮影、下水道管TVカメラ調査 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 写真類 各種システム開発、データ入力、航空写真撮影、下水道管TVカメラ調査 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 その他 各種システム開発、データ入力、航空写真撮影、下水道管TVカメラ調査 県外

（株）日本エージェンシー 代表取締役社長 竹内　拓也 石川県金沢市新保本町4-40 企画展示広告・映画・室内デザイン類

TVCM、新聞広告、ラジオCM、雑誌広告、イベント企画・運営、デザイン制
作、看板制作、ビデオ等映像制作設営、印刷物制作、HP制作、インター
ネット関連、市場調査

県内
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（株）日本エージェンシー 代表取締役社長 竹内　拓也 石川県金沢市新保本町4-40 印刷（一般）類
TVCM、新聞広告、ラジオCM、雑誌広告、イベント企画・運営、デザイン制
作、看板制作、ビデオ等映像制作設営、印刷物制作、HP制作、インター
ネット関連、市場調査

県内

（株）日本エージェンシー 代表取締役社長 竹内　拓也 石川県金沢市新保本町4-40 看板・標識・保安用品類

TVCM、新聞広告、ラジオCM、雑誌広告、イベント企画・運営、デザイン制
作、看板制作、ビデオ等映像制作設営、印刷物制作、HP制作、インター
ネット関連、市場調査

県内

（株）日本エージェンシー 代表取締役社長 竹内　拓也 石川県金沢市新保本町4-40 コンピュータ関連業務類

TVCM、新聞広告、ラジオCM、雑誌広告、イベント企画・運営、デザイン制
作、看板制作、ビデオ等映像制作設営、印刷物制作、HP制作、インター
ネット関連、市場調査

県内

（株）日本エージェンシー 代表取締役社長 竹内　拓也 石川県金沢市新保本町4-40 その他
TVCM、新聞広告、ラジオCM、雑誌広告、イベント企画・運営、デザイン制
作、看板制作、ビデオ等映像制作設営、印刷物制作、HP制作、インター
ネット関連、市場調査

県内

日本海航測（株） 代表取締役 黒木　隆史 石川県金沢市泉本町2-125 写真類
航空写真撮影及び販売、パンフレットの作成、ソフトウェア開発、ネットワー
ク構築、データ入力業務、埋蔵文化財関連（発掘調査、遺物整理、自然科
学分析等）

県内

日本海航測（株） 代表取締役 黒木　隆史 石川県金沢市泉本町2-125 印刷（一般）類
航空写真撮影及び販売、パンフレットの作成、ソフトウェア開発、ネットワー
ク構築、データ入力業務、埋蔵文化財関連（発掘調査、遺物整理、自然科
学分析等）

県内

日本海航測（株） 代表取締役 黒木　隆史 石川県金沢市泉本町2-125 コンピュータ関連業務類

航空写真撮影及び販売、パンフレットの作成、ソフトウェア開発、ネットワー
ク構築、データ入力業務、埋蔵文化財関連（発掘調査、遺物整理、自然科
学分析等）

県内

日本海航測（株） 代表取締役 黒木　隆史 石川県金沢市泉本町2-125 その他
航空写真撮影及び販売、パンフレットの作成、ソフトウェア開発、ネットワー
ク構築、データ入力業務、埋蔵文化財関連（発掘調査、遺物整理、自然科
学分析等）

県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 コンピュータ関連業務類

ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力業務、パソコン及び関連機
器の販売、ソフトウェア販売、航空写真・オルソデータ撮影及び販売、マイク
ロ写真、陽画焼付、パンフレットの作成等

県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 印刷（一般）類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力業務、パソコン及び関連機
器の販売、ソフトウェア販売、航空写真・オルソデータ撮影及び販売、マイク
ロ写真、陽画焼付、パンフレットの作成等

県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 写真類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力業務、パソコン及び関連機
器の販売、ソフトウェア販売、航空写真・オルソデータ撮影及び販売、マイク
ロ写真、陽画焼付、パンフレットの作成等

県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 事務器具類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入力業務、パソコン及び関連機
器の販売、ソフトウェア販売、航空写真・オルソデータ撮影及び販売、マイク
ロ写真、陽画焼付、パンフレットの作成等

県内

日本海綿業（株） 代表取締役社長 郷　幸利 富山県富山市飯野2-3 能登営業所 リース・レンタル業類

寝具、白衣、病衣、タオル等の被服類、福祉用具、介護用品、ベッド、車椅
子、他の賃貸と販売。紙オムツ等の衛生材料、洗剤の販売。繊維品全般の
洗濯。医療器具、検診用器具、他の滅菌代行。物品管理。

県外

日本海綿業（株） 代表取締役社長 郷　幸利 富山県富山市飯野2-3 能登営業所 その他
寝具、白衣、病衣、タオル等の被服類、福祉用具、介護用品、ベッド、車椅
子、他の賃貸と販売。紙オムツ等の衛生材料、洗剤の販売。繊維品全般の
洗濯。医療器具、検診用器具、他の滅菌代行。物品管理。

県外

日本海綿業（株） 代表取締役社長 郷　幸利 富山県富山市飯野2-3 能登営業所 被服類
寝具、白衣、病衣、タオル等の被服類、福祉用具、介護用品、ベッド、車椅
子、他の賃貸と販売。紙オムツ等の衛生材料、洗剤の販売。繊維品全般の
洗濯。医療器具、検診用器具、他の滅菌代行。物品管理。

県外

日本海綿業（株） 代表取締役社長 郷　幸利 富山県富山市飯野2-3 能登営業所 理科医療機器類
寝具、白衣、病衣、タオル等の被服類、福祉用具、介護用品、ベッド、車椅
子、他の賃貸と販売。紙オムツ等の衛生材料、洗剤の販売。繊維品全般の
洗濯。医療器具、検診用器具、他の滅菌代行。物品管理。

県外

日本海綿業（株） 代表取締役社長 郷　幸利 富山県富山市飯野2-3 能登営業所 荒物類
寝具、白衣、病衣、タオル等の被服類、福祉用具、介護用品、ベッド、車椅
子、他の賃貸と販売。紙オムツ等の衛生材料、洗剤の販売。繊維品全般の
洗濯。医療器具、検診用器具、他の滅菌代行。物品管理。

県外

（一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫
東京都新宿区市谷田町1-10
保健会館新館

文具類
保健指導用品（母子健康手帳、マタニティキーホルダー他）、保健指導用教
材、備品（冊子、ポスター、パネル、妊娠シミュレーター、避妊指導キット、乳
がん触診モデル、DVD教材他）

県外

（一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫
東京都新宿区市谷田町1-10
保健会館新館

その他
保健指導用品（母子健康手帳、マタニティキーホルダー他）、保健指導用教
材、備品（冊子、ポスター、パネル、妊娠シミュレーター、避妊指導キット、乳
がん触診モデル、DVD教材他）

県外

（一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫
東京都新宿区市谷田町1-10
保健会館新館

理科医療機器類
保健指導用品（母子健康手帳、マタニティキーホルダー他）、保健指導用教
材、備品（冊子、ポスター、パネル、妊娠シミュレーター、避妊指導キット、乳
がん触診モデル、DVD教材他）

県外

（一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫
東京都新宿区市谷田町1-10
保健会館新館

消防用品類
保健指導用品（母子健康手帳、マタニティキーホルダー他）、保健指導用教
材、備品（冊子、ポスター、パネル、妊娠シミュレーター、避妊指導キット、乳
がん触診モデル、DVD教材他）

県外

（一財）日本環境衛生センター 理事長 南川　秀樹 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 その他
廃棄物処理施設精密機能検査　計画策定（廃棄物処理基本計画等）　環
境アセスメント　産業廃棄物実態調査

県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 コンピュータ関連業務類

気象情報提供及びシステム構築、気象環境ソフトウェア開発、防災・河川・
環境等システム設計及び構築、気象Webコンテンツ作成、環境アセスメント
調査、大気水質土壌分析、環境計測機器、気象測器販売及び維持管理

県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 その他
気象情報提供及びシステム構築、気象環境ソフトウェア開発、防災・河川・
環境等システム設計及び構築、気象Webコンテンツ作成、環境アセスメント
調査、大気水質土壌分析、環境計測機器、気象測器販売及び維持管理

県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 測量機器類
気象情報提供及びシステム構築、気象環境ソフトウェア開発、防災・河川・
環境等システム設計及び構築、気象Webコンテンツ作成、環境アセスメント
調査、大気水質土壌分析、環境計測機器、気象測器販売及び維持管理

県外

（株）日本経営情報システム 代表取締役 市村　浩貴 北海道札幌市豊平区平岸二条5-2-14
第5平岸グランドビル601

コンピュータ関連業務類

財務会計システム（原価計算、固定資産管理、起債管理、人事給与、物
品、薬剤管理等）のパッケージソフトウェア開発及び保守管理一式。パソコ
ン、サーバ及び周辺機器等のコンピュータ関連品。

県外

（株）日本経営情報システム 代表取締役 市村　浩貴 北海道札幌市豊平区平岸二条5-2-14
第5平岸グランドビル601

事務器具類
財務会計システム（原価計算、固定資産管理、起債管理、人事給与、物
品、薬剤管理等）のパッケージソフトウェア開発及び保守管理一式。パソコ
ン、サーバ及び周辺機器等のコンピュータ関連品。

県外

日本原料（株） 代表取締役 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 関西支店 原材料類

創業以来70年超、培ったノウハウを駆使し、ろ過砂、砂利等あらゆる水道
用ろ材専用メーカーとして業績を伸ばし国内約８割の浄水場で弊社のろ材
が利用されています。更生・補砂工事に携わり水道事業をトータルで支え
る。

県外

日本原料（株） 代表取締役 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 関西支店 薬品類

創業以来70年超、培ったノウハウを駆使し、ろ過砂、砂利等あらゆる水道
用ろ材専用メーカーとして業績を伸ばし国内約８割の浄水場で弊社のろ材
が利用されています。更生・補砂工事に携わり水道事業をトータルで支え
る。

県外

日本原料（株） 代表取締役 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 関西支店 機械器具類

創業以来70年超、培ったノウハウを駆使し、ろ過砂、砂利等あらゆる水道
用ろ材専用メーカーとして業績を伸ばし国内約８割の浄水場で弊社のろ材
が利用されています。更生・補砂工事に携わり水道事業をトータルで支え
る。

県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 コンピュータ関連業務類 ソフトウェア開発、ネットワーク構築 県外
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（株）日本コンサルタントグループ 代表取締役社長 清水　秀一 東京都新宿区下落合3-22-15 その他
総合計画等まちづくり計画作成支援業務、公立病院等公的施設等の経営
コンサルティング業務、職員研修内容の企画立案および研修講師の派遣
業務。業務基幹システム見直し、安全管理措置対応業務など

県外

（株）日本サポートサービス 代表取締役 海瀬　光雄 東京都千代田区神田駿河台2-9　駿河台フジヴュービル その他 医事業務、保健指導関連業務、電算業務 県外

（株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 東京都千代田区神田神保町1-34 その他 投票箱、投票記載台、候補者表示物、などの選挙用品 県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 代表取締役 五十嵐　孝雄
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32
ベイフロント横浜

コンピュータ関連業務類

教育委員会向け給食費管理システム、自治体向け窓口管理システム、帳
票印刷、封入封緘、ヘルプデスク運営等、システム関連業務のアウトソーシ
ング

県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 代表取締役 五十嵐　孝雄
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32
ベイフロント横浜

印刷（軽印刷）類
教育委員会向け給食費管理システム、自治体向け窓口管理システム、帳
票印刷、封入封緘、ヘルプデスク運営等、システム関連業務のアウトソーシ
ング

県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 代表取締役 五十嵐　孝雄
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32
ベイフロント横浜

紙類
教育委員会向け給食費管理システム、自治体向け窓口管理システム、帳
票印刷、封入封緘、ヘルプデスク運営等、システム関連業務のアウトソーシ
ング

県外

日本ソフトウエアマネジメント（株） 代表取締役 五十嵐　孝雄
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32
ベイフロント横浜

その他
教育委員会向け給食費管理システム、自治体向け窓口管理システム、帳
票印刷、封入封緘、ヘルプデスク運営等、システム関連業務のアウトソーシ
ング

県外

日本無線（株） 代表取締役取締役社長 小洗　健 東京都三鷹市牟礼6-21-11 北信越支社 電気器具類
無線通信装置、無線応用装置、電子応用装置、音響装置、電子部品及び
装備工事等

県外

日本無線（株） 代表取締役取締役社長 小洗　健 東京都三鷹市牟礼6-21-11 北信越支社 測量機器類
無線通信装置、無線応用装置、電子応用装置、音響装置、電子部品及び
装備工事等

県外

日本無線（株） 代表取締役取締役社長 小洗　健 東京都三鷹市牟礼6-21-11 北信越支社 コンピュータ関連業務類
無線通信装置、無線応用装置、電子応用装置、音響装置、電子部品及び
装備工事等

県外

日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 その他
文書管理等支援業務、文書削減等コンサルティング業務、文書管理改善
業務、完成図書電子化及び複写業務、データ入力業務、ホームページ運
営支援業務、システムの導入・改修及び運用保守業務、人材派遣

県外

日本レコードマネジメント（株） 代表取締役 仲田　英明 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 コンピュータ関連業務類

文書管理等支援業務、文書削減等コンサルティング業務、文書管理改善
業務、完成図書電子化及び複写業務、データ入力業務、ホームページ運
営支援業務、システムの導入・改修及び運用保守業務、人材派遣

県外

（株）日本レップス 代表取締役 川島　幹夫 神奈川県横浜市中区元浜町3-15 関西営業所 その他 漏水調査 県外

（株）日本漏防コンサルタント 代表取締役 新垣　光勇 徳島県徳島市南田宮2-7-4 中部営業所 その他 漏水調査 県外

Ｎｅｘｔ－ｉ（株） 代表取締役 松浦　千尋 愛知県名古屋市中村区名駅2-35-22 Ｎｅｘｔ－ｉ（株） その他
保健・福祉関係の分野を中心とした各種調査・計画策定及びコンサルティ
ング業務

県外

ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町1033 金沢支店 電気器具類
通信機器、映像機器、音響機器、放送機器、視聴覚機器、監視機器、駐車
場管制機器、超音波案内機器、パソコン、サーバ、周辺機器　当社取扱機
器の保守サービス業務　ソフトウェア設計開発

県外

ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町1033 金沢支店 機械器具類
通信機器、映像機器、音響機器、放送機器、視聴覚機器、監視機器、駐車
場管制機器、超音波案内機器、パソコン、サーバ、周辺機器　当社取扱機
器の保守サービス業務　ソフトウェア設計開発

県外

ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町1033 金沢支店 その他
通信機器、映像機器、音響機器、放送機器、視聴覚機器、監視機器、駐車
場管制機器、超音波案内機器、パソコン、サーバ、周辺機器　当社取扱機
器の保守サービス業務　ソフトウェア設計開発

県外

ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町1033 金沢支店 コンピュータ関連業務類

通信機器、映像機器、音響機器、放送機器、視聴覚機器、監視機器、駐車
場管制機器、超音波案内機器、パソコン、サーバ、周辺機器　当社取扱機
器の保守サービス業務　ソフトウェア設計開発

県外

ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町1033 金沢支店 事務器具類
通信機器、映像機器、音響機器、放送機器、視聴覚機器、監視機器、駐車
場管制機器、超音波案内機器、パソコン、サーバ、周辺機器　当社取扱機
器の保守サービス業務　ソフトウェア設計開発

県外

（株）ネスク 代表取締役社長 村中　將起 石川県金沢市南町2-1 コンピュータ関連業務類

インターネット接続業務、インターネットコンテンツ、データセンターサービ
ス、ＲＰＡ、広告、ネットワーク構築、ソフトウェア開発、システム開発、コン
ピュータ及び関連機器ソフトの販売、リース・レンタル業務他

県内

（株）ネスク 代表取締役社長 村中　將起 石川県金沢市南町2-1 印刷（一般）類
インターネット接続業務、インターネットコンテンツ、データセンターサービ
ス、ＲＰＡ、広告、ネットワーク構築、ソフトウェア開発、システム開発、コン
ピュータ及び関連機器ソフトの販売、リース・レンタル業務他

県内

（株）ネスク 代表取締役社長 村中　將起 石川県金沢市南町2-1 事務器具類
インターネット接続業務、インターネットコンテンツ、データセンターサービ
ス、ＲＰＡ、広告、ネットワーク構築、ソフトウェア開発、システム開発、コン
ピュータ及び関連機器ソフトの販売、リース・レンタル業務他

県内

（株）ネスク 代表取締役社長 村中　將起 石川県金沢市南町2-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類

インターネット接続業務、インターネットコンテンツ、データセンターサービ
ス、ＲＰＡ、広告、ネットワーク構築、ソフトウェア開発、システム開発、コン
ピュータ及び関連機器ソフトの販売、リース・レンタル業務他

県内

（株）ネスク 代表取締役社長 村中　將起 石川県金沢市南町2-1 リース・レンタル業類

インターネット接続業務、インターネットコンテンツ、データセンターサービ
ス、ＲＰＡ、広告、ネットワーク構築、ソフトウェア開発、システム開発、コン
ピュータ及び関連機器ソフトの販売、リース・レンタル業務他

県内

（株）ノガミ 代表取締役 野上　清隆 新潟県新潟市江南区曽川甲527-3 関東支店 その他 埋蔵文化財発掘調査及び整理作業・報告書作成・支援業務 県外

能登印刷（株） 代表取締役 能登　健太朗 石川県金沢市武蔵町7-10 印刷（一般）類
ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、情報誌、帳票、封筒、パッ
ケージの印刷。看板、イベント企画運営。TV、新聞広告の企画制作。ネット
ワーク構築。データ入力業務、インターネットコンテンツの作成。

県内

能登印刷（株） 代表取締役 能登　健太朗 石川県金沢市武蔵町7-10 印刷（軽印刷）類
ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、情報誌、帳票、封筒、パッ
ケージの印刷。看板、イベント企画運営。TV、新聞広告の企画制作。ネット
ワーク構築。データ入力業務、インターネットコンテンツの作成。

県内

能登印刷（株） 代表取締役 能登　健太朗 石川県金沢市武蔵町7-10 看板・標識・保安用品類

ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、情報誌、帳票、封筒、パッ
ケージの印刷。看板、イベント企画運営。TV、新聞広告の企画制作。ネット
ワーク構築。データ入力業務、インターネットコンテンツの作成。

県内

能登印刷（株） 代表取締役 能登　健太朗 石川県金沢市武蔵町7-10 企画展示広告・映画・室内デザイン類

ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、情報誌、帳票、封筒、パッ
ケージの印刷。看板、イベント企画運営。TV、新聞広告の企画制作。ネット
ワーク構築。データ入力業務、インターネットコンテンツの作成。

県内

能登印刷（株） 代表取締役 能登　健太朗 石川県金沢市武蔵町7-10 コンピュータ関連業務類

ポスター、カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、情報誌、帳票、封筒、パッ
ケージの印刷。看板、イベント企画運営。TV、新聞広告の企画制作。ネット
ワーク構築。データ入力業務、インターネットコンテンツの作成。

県内

能登建販（株） 代表取締役 村田　渡 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イ-21 リース・レンタル業類 土木建設機械・除雪機械・特殊車両・仮設器材等のリースレンタル 県内

能登建販（株） 代表取締役 村田　渡 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イ-21 機械器具類 除雪機械・小型除雪機・発電機・作業工具類の販売 県内

能登建販（株） 代表取締役 村田　渡 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イ-21 車両類
路面清掃車・凍結防止剤散布車等の販売、建設機械・特殊車両の点検整
備

県内

能登建販（株） 代表取締役 村田　渡 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イ-21 不用品 中古建設機械等の買取 県内

能登森林組合 代表理事組合長 坂本　明 石川県鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦17-5 その他 森林整備事業、病害虫防除事業、販売事業、購買事業 県内

能登綜合サービス（株） 代表取締役 舘島　宏和 石川県七尾市池崎町れ-23-1 薬品類
次亜塩素酸ナトリウム・高分子凝集剤・苛性ソーダ―・ポリ塩化ナトリウム・
メタノール・硫酸バンド・ポリ塩化アルミニウム・有機塩素系水処理剤

県内

（株）能登物産商会 代表取締役 下谷　和喜夫 石川県珠洲市野々江町メ-63-2 印刷（一般）類
頁物、封筒、チラシ、ポスター、帳票、パンフレット、フォーム印刷、シール・
ラベル、市指定ごみ袋各種、クリアファイル、のぼり旗、偽造防止用紙

県内
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（株）能登物産商会 代表取締役 下谷　和喜夫 石川県珠洲市野々江町メ-63-2 印刷（軽印刷）類
頁物、封筒、チラシ、ポスター、帳票、パンフレット、フォーム印刷、シール・
ラベル、市指定ごみ袋各種、クリアファイル、のぼり旗、偽造防止用紙

県内

（株）能登物産商会 代表取締役 下谷　和喜夫 石川県珠洲市野々江町メ-63-2 紙類
頁物、封筒、チラシ、ポスター、帳票、パンフレット、フォーム印刷、シール・
ラベル、市指定ごみ袋各種、クリアファイル、のぼり旗、偽造防止用紙

県内

（株）能登物産商会 代表取締役 下谷　和喜夫 石川県珠洲市野々江町メ-63-2 荒物類
頁物、封筒、チラシ、ポスター、帳票、パンフレット、フォーム印刷、シール・
ラベル、市指定ごみ袋各種、クリアファイル、のぼり旗、偽造防止用紙

県内

（株）能登物産商会 代表取締役 下谷　和喜夫 石川県珠洲市野々江町メ-63-2 印判類
頁物、封筒、チラシ、ポスター、帳票、パンフレット、フォーム印刷、シール・
ラベル、市指定ごみ袋各種、クリアファイル、のぼり旗、偽造防止用紙

県内

のむらや 能村　武文 輪島市門前町清水1-2 被服類
制服、雨衣、作業服、帽子、布団類、靴、旗、呉服（取扱メーカー／大宗
（株）、森佐（株））

市内

ハーベスト（株） 代表取締役 脇本　実 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2-120 その他 学童（放課後児童クラブ） 県外

ハーベストネクスト（株） 代表取締役 脇本　実 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2-120 その他 学校給食受託業務 県外

バイザー（株） 代表取締役 井上　正巳 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 その他
システム開発・保守、ＷＥＢ制作・保守、高速一斉メール配信サービス「すぐ
メール」

県外

バイザー（株） 代表取締役 井上　正巳 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 コンピュータ関連業務類
システム開発・保守、ＷＥＢ制作・保守、高速一斉メール配信サービス「すぐ
メール」

県外

（株）ハウジングもりや 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市15-69 家具類
家具全般、オフィス家具、事務用品、カーテン、クロス、ブラインド、ジュータ
ン、厨房用品、介護用品、ギフト関係商品、家庭金物、荒物全般、神棚

市内

（株）ハウジングもりや 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市15-69 荒物類
家具全般、オフィス家具、事務用品、カーテン、クロス、ブラインド、ジュータ
ン、厨房用品、介護用品、ギフト関係商品、家庭金物、荒物全般、神棚

市内

（株）ハウジングもりや 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市15-69 時計・漆器・工芸類
家具全般、オフィス家具、事務用品、カーテン、クロス、ブラインド、ジュータ
ン、厨房用品、介護用品、ギフト関係商品、家庭金物、荒物全般、神棚

市内

（株）ハウジングもりや 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市15-69 被服類
家具全般、オフィス家具、事務用品、カーテン、クロス、ブラインド、ジュータ
ン、厨房用品、介護用品、ギフト関係商品、家庭金物、荒物全般、神棚

市内

（株）ハウジングもりや 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市15-69 理科医療機器類
家具全般、オフィス家具、事務用品、カーテン、クロス、ブラインド、ジュータ
ン、厨房用品、介護用品、ギフト関係商品、家庭金物、荒物全般、神棚

市内

（株）ハクイ印刷 代表取締役 坂本　聖二 石川県羽咋市南中央町ユ83-51 印刷（一般）類
ポスター、カタログ、パンフレット、ＤＭ、チラシ、ラベル、包装紙、広報、社内
報、雑誌、詩、文集、自分史、記念誌、学術資料、地図、道路マップ、イラス
ト地図、ホームページ制作、ネットワークサービス

県内

（株）ハクイ印刷 代表取締役 坂本　聖二 石川県羽咋市南中央町ユ83-51 印刷（軽印刷）類
ポスター、カタログ、パンフレット、ＤＭ、チラシ、ラベル、包装紙、広報、社内
報、雑誌、詩、文集、自分史、記念誌、学術資料、地図、道路マップ、イラス
ト地図、ホームページ制作、ネットワークサービス

県内

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 その他
埋蔵文化財発掘調査支援、遺物整理・実測トレース、修復・復元・分析、
UAV３次元レーザー計測、普及啓発、文化財保存活用計画策定

県外

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 写真類
埋蔵文化財発掘調査支援、遺物整理・実測トレース、修復・復元・分析、
UAV３次元レーザー計測、普及啓発、文化財保存活用計画策定

県外

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 看板・標識・保安用品類
埋蔵文化財発掘調査支援、遺物整理・実測トレース、修復・復元・分析、
UAV３次元レーザー計測、普及啓発、文化財保存活用計画策定

県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 コンピュータ関連業務類

PasCAL、ArcGIS等の地理情報システム販売及び関連データ作成、ハード
ウェアを含めた賃貸借地地図・住宅地図、航空写真、衛生画像等の販売、
埋蔵文化財調査

県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 印刷（一般）類
PasCAL、ArcGIS等の地理情報システム販売及び関連データ作成、ハード
ウェアを含めた賃貸借地地図・住宅地図、航空写真、衛生画像等の販売、
埋蔵文化財調査

県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 写真類
PasCAL、ArcGIS等の地理情報システム販売及び関連データ作成、ハード
ウェアを含めた賃貸借地地図・住宅地図、航空写真、衛生画像等の販売、
埋蔵文化財調査

県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 事務器具類
PasCAL、ArcGIS等の地理情報システム販売及び関連データ作成、ハード
ウェアを含めた賃貸借地地図・住宅地図、航空写真、衛生画像等の販売、
埋蔵文化財調査

県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 リース・レンタル業類

PasCAL、ArcGIS等の地理情報システム販売及び関連データ作成、ハード
ウェアを含めた賃貸借地地図・住宅地図、航空写真、衛生画像等の販売、
埋蔵文化財調査

県外

税理士法人畠経営グループ 代表社員 畠　善昭 石川県金沢市疋田1-33 その他
短期・中期経営計画策定会議指導、金融機関借入折衝、自計化支援コン
サルティング、業種特化（医業、農業、建設業、公会計・公益法人など）コン
サルティング、資産税・新規開業・事業承継コンサルティング

県内

（株）畑中自動車 代表取締役 畑中　健一 輪島市長井町19-18 車両類
新車、中古車販売、各種エアロパーツ取付、車検、整備、修理、点検、板金
塗装、損害保険、レッカーサービス

市内

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 代表取締役 藤井　和夫 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 中部支店 電気器具類
ランプ・照明器具・サイン・プロジェクター・太陽光発電設備・中央監視システ
ム等の電気器具類　火災報知器等の防災設備機器

県外

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 代表取締役 藤井　和夫 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 中部支店 消防用品類
ランプ・照明器具・サイン・プロジェクター・太陽光発電設備・中央監視システ
ム等の電気器具類　火災報知器等の防災設備機器

県外

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 東京都中央区銀座8-21-1 中日本社 電気器具類
映像機器、音響機器、無線機器、通信機器　パソコン、ソフトウェア、ネット
ワーク関連機器

県外

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 東京都中央区銀座8-21-1 中日本社 コンピュータ関連業務類
映像機器、音響機器、無線機器、通信機器　パソコン、ソフトウェア、ネット
ワーク関連機器

県外

（株）林田製作所 代表取締役 林田　廣一 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田56-1 車両類 移動図書館車 県外

（株）林寺メディノール 代表取締役 林寺　紘 石川県金沢市笠舞本町2-26-7 理科医療機器類 人工透析関連機器の販売・賃貸及び医薬品の販売 県内

（株）林寺メディノール 代表取締役 林寺　紘 石川県金沢市笠舞本町2-26-7 薬品類 人工透析関連機器の販売・賃貸及び医薬品の販売 県内

（株）林寺メディノール 代表取締役 林寺　紘 石川県金沢市笠舞本町2-26-7 リース・レンタル業類 人工透析関連機器の販売・賃貸及び医薬品の販売 県内

（株）ParaWorks 中村　和也 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイーストictco

コンピュータ関連業務類

WebマーケティングによるＰＲ支援や、公告運用など。インターネットを通して
集客増加と売上向上をサポートしています。戦略や企画提案から、各種施
策の実行までを一貫して提供可能です。

県外

（株）ParaWorks 中村　和也 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイーストictco

企画展示広告・映画・室内デザイン類

WebマーケティングによるＰＲ支援や、公告運用など。インターネットを通して
集客増加と売上向上をサポートしています。戦略や企画提案から、各種施
策の実行までを一貫して提供可能です。

県外

（株）パレオ・ラボ 代表取締役 中村　賢太郎 埼玉県戸田市下前1-13-22 その他 埋蔵文化財調査、埋蔵文化財整理作業に係る自然科学分析・保存処理 県外

（株）ビー・エイチ・シー 代表取締役 村山　清志 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9 コンピュータ関連業務類

新公会計システム、公共施設マネジメントシステ等システム販売。システム
開発・運用・保守業務、データ入力。再配置計画策定支援業務及び個別施
設計画策定支援業務等、統計調査(世論調査)、コンサルティング。

県外

（株）ビー・エイチ・シー 代表取締役 村山　清志 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9 その他
新公会計システム、公共施設マネジメントシステ等システム販売。システム
開発・運用・保守業務、データ入力。再配置計画策定支援業務及び個別施
設計画策定支援業務等、統計調査(世論調査)、コンサルティング。

県外

ビーム計画設計（株） 代表取締役 久保　正美 岐阜県岐阜市加納栄町通7-30 金沢事務所 その他 通信システム等の調査設計・監理 県外

（有）ヒサギ 代表取締役 久木　晃 輪島市門前町門前1996番邸 文具類
スチール家具・木製家具・印章ゴム印・文具事務用品・学校教材備品・楽
器・スポーツ用品全般・保育福祉施設用品・雑誌書籍・印刷用紙各種・衛生
用紙・記章・カップ・トロフィー・音楽ＣＤ・コピー機・印刷機・各種ＤＶＤ

市内
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（有）ヒサギ 代表取締役 久木　晃 輪島市門前町門前1996番邸 印判類
スチール家具・木製家具・印章ゴム印・文具事務用品・学校教材備品・楽
器・スポーツ用品全般・保育福祉施設用品・雑誌書籍・印刷用紙各種・衛生
用紙・記章・カップ・トロフィー・音楽ＣＤ・コピー機・印刷機・各種ＤＶＤ

市内

（有）ヒサギ 代表取締役 久木　晃 輪島市門前町門前1996番邸 家具類
スチール家具・木製家具・印章ゴム印・文具事務用品・学校教材備品・楽
器・スポーツ用品全般・保育福祉施設用品・雑誌書籍・印刷用紙各種・衛生
用紙・記章・カップ・トロフィー・音楽ＣＤ・コピー機・印刷機・各種ＤＶＤ

市内

（有）ヒサギ 代表取締役 久木　晃 輪島市門前町門前1996番邸 紙類
スチール家具・木製家具・印章ゴム印・文具事務用品・学校教材備品・楽
器・スポーツ用品全般・保育福祉施設用品・雑誌書籍・印刷用紙各種・衛生
用紙・記章・カップ・トロフィー・音楽ＣＤ・コピー機・印刷機・各種ＤＶＤ

市内

（有）ヒサギ 代表取締役 久木　晃 輪島市門前町門前1996番邸 楽器類
スチール家具・木製家具・印章ゴム印・文具事務用品・学校教材備品・楽
器・スポーツ用品全般・保育福祉施設用品・雑誌書籍・印刷用紙各種・衛生
用紙・記章・カップ・トロフィー・音楽ＣＤ・コピー機・印刷機・各種ＤＶＤ

市内

（株）美水クリスタル 代表取締役 武岡　秀樹 石川県野々市市徳用2-363 薬品類
各種、水処理薬品（次亜塩素酸ソーダ・ポリ塩化アルミニウム等）の販売。
水処理装置（ろ過機・ろ過ポンプ・滅菌装置等）の販売、据付。各種、ろ過材
（活性炭・ろ過砂等）の取扱い。

県内

（株）美水クリスタル 代表取締役 武岡　秀樹 石川県野々市市徳用2-363 機械器具類
各種、水処理薬品（次亜塩素酸ソーダ・ポリ塩化アルミニウム等）の販売。
水処理装置（ろ過機・ろ過ポンプ・滅菌装置等）の販売、据付。各種、ろ過材
（活性炭・ろ過砂等）の取扱い。

県内

（株）美水クリスタル 代表取締役 武岡　秀樹 石川県野々市市徳用2-363 測量機器類
各種、水処理薬品（次亜塩素酸ソーダ・ポリ塩化アルミニウム等）の販売。
水処理装置（ろ過機・ろ過ポンプ・滅菌装置等）の販売、据付。各種、ろ過材
（活性炭・ろ過砂等）の取扱い。

県内

（株）日立システムズ 代表取締役　取締役社長 柴原　節男 東京都品川区大崎1-2-1 中部支社 コンピュータ関連業務類

ソフトウェア開発、システム構築、システム運用、システム保守、ネットワー
クサービス、システム機器、コンピュータ関連用品（ソフトウェア製品、トナー
等）の販売、通信機器

県外

（株）日立システムズ 代表取締役　取締役社長 柴原　節男 東京都品川区大崎1-2-1 中部支社 電気器具類
ソフトウェア開発、システム構築、システム運用、システム保守、ネットワー
クサービス、システム機器、コンピュータ関連用品（ソフトウェア製品、トナー
等）の販売、通信機器

県外

（株）日立製作所 執行役社長 小島　啓二 東京都千代田区丸の内1-6-6 金沢支店 コンピュータ関連業務類 設備台帳システム 県外

（株）日立製作所 執行役社長 小島　啓二 東京都千代田区丸の内1-6-6 金沢支店 その他 設備台帳システム 県外

（株）日立ソリューションズ・クリエイト 代表取締役 竹田　広光 東京都品川区東品川4-12-6 （株）日立ソリューションズ・クリエイト コンピュータ関連業務類

システムの設計、構築、運用、保守、コンサルテーション。ソフトウェアパッ
ケージの開発、販売。各種ソフトウェアの受託開発。情報処理サービス。情
報処理機器の販売、保守。

県外

（株）日立ソリューションズ・クリエイト 代表取締役 竹田　広光 東京都品川区東品川4-12-6 （株）日立ソリューションズ・クリエイト 事務器具類
システムの設計、構築、運用、保守、コンサルテーション。ソフトウェアパッ
ケージの開発、販売。各種ソフトウェアの受託開発。情報処理サービス。情
報処理機器の販売、保守。

県外

（株）ビナン 代表取締役 生口　隆司 石川県金沢市寺中町イ91-4 消防用品類
消防用品類、スプリンクラー機器、泡消火機器、消火器、フード消火、不活
性ガス消火、ポンプ類、消火栓類、消防用ホース、火災報知機、避難用
ハッチ

県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 コンピュータ関連業務類

建築物や住宅等に関連する情報システムソフトウェアの開発とシステム導
入に伴うハードウェア等の納入又は賃貸借。システム保守及びデータ処理
等の業務など。

県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 事務器具類
建築物や住宅等に関連する情報システムソフトウェアの開発とシステム導
入に伴うハードウェア等の納入又は賃貸借。システム保守及びデータ処理
等の業務など。

県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 リース・レンタル業類

建築物や住宅等に関連する情報システムソフトウェアの開発とシステム導
入に伴うハードウェア等の納入又は賃貸借。システム保守及びデータ処理
等の業務など。

県内

平野純薬（株） 代表取締役 平野　洋一 福井県福井市下馬2-1420 金沢支店 薬品類
医薬品、臨床検査試薬、分析用試薬、工業薬品、衛生材料、医療機器、臨
床検査機器、理化学機器、分析機器、実験台　等

県外

平野純薬（株） 代表取締役 平野　洋一 福井県福井市下馬2-1420 金沢支店 理科医療機器類
医薬品、臨床検査試薬、分析用試薬、工業薬品、衛生材料、医療機器、臨
床検査機器、理化学機器、分析機器、実験台　等

県外

平野純薬（株） 代表取締役 平野　洋一 福井県福井市下馬2-1420 金沢支店 その他
医薬品、臨床検査試薬、分析用試薬、工業薬品、衛生材料、医療機器、臨
床検査機器、理化学機器、分析機器、実験台　等

県外

平野純薬（株） 代表取締役 平野　洋一 福井県福井市下馬2-1420 金沢支店 測量機器類
医薬品、臨床検査試薬、分析用試薬、工業薬品、衛生材料、医療機器、臨
床検査機器、理化学機器、分析機器、実験台　等

県外

（有）ファーストサイト 代表取締役 川端　一也 輪島市塚田町2-14 印刷（一般）類
デザイン、写真撮りを含めたチラシ、パンフレット等の製作。Webデザイン、
ホームページ製作。ギフト用品の販売。

市内

（有）ファーストサイト 代表取締役 川端　一也 輪島市塚田町2-14 印刷（軽印刷）類
デザイン、写真撮りを含めたチラシ、パンフレット等の製作。Webデザイン、
ホームページ製作。ギフト用品の販売。

市内

（有）ファーストサイト 代表取締役 川端　一也 輪島市塚田町2-14 時計・漆器・工芸類
デザイン、写真撮りを含めたチラシ、パンフレット等の製作。Webデザイン、
ホームページ製作。ギフト用品の販売。

市内

（有）ファーストサイト 代表取締役 川端　一也 輪島市塚田町2-14 企画展示広告・映画・室内デザイン類
デザイン、写真撮りを含めたチラシ、パンフレット等の製作。Webデザイン、
ホームページ製作。ギフト用品の販売。

市内

（有）ファーストサイト 代表取締役 川端　一也 輪島市塚田町2-14 コンピュータ関連業務類
デザイン、写真撮りを含めたチラシ、パンフレット等の製作。Webデザイン、
ホームページ製作。ギフト用品の販売。

市内

（株）ファイネス 代表取締役 松井　秀太郎 石川県金沢市大浦町ハ-55 七尾支店 薬品類
医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬品、防疫消毒薬、動物用医薬
品　医療機器　肥料　飼料　人材派遣　他

県内

（株）ファイネス 代表取締役 松井　秀太郎 石川県金沢市大浦町ハ-55 七尾支店 理科医療機器類
医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬品、防疫消毒薬、動物用医薬
品　医療機器　肥料　飼料　人材派遣　他

県内

（株）ファイネス 代表取締役 松井　秀太郎 石川県金沢市大浦町ハ-55 七尾支店 農薬・肥料・飼料類
医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬品、防疫消毒薬、動物用医薬
品　医療機器　肥料　飼料　人材派遣　他

県内

（株）ファイネス 代表取締役 松井　秀太郎 石川県金沢市大浦町ハ-55 七尾支店 その他
医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬品、防疫消毒薬、動物用医薬
品　医療機器　肥料　飼料　人材派遣　他

県内

富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 東京都板橋区坂下1-19-1 公共事業本部　中部支店 コンピュータ関連業務類
コンピュータ、デジタル情報機器、マイクロフィルム機器のハード・ソフトの販
売、入出力、編集・加工などを主体とする情報処理サービス業

県外

富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 東京都板橋区坂下1-19-1 公共事業本部　中部支店 事務器具類
コンピュータ、デジタル情報機器、マイクロフィルム機器のハード・ソフトの販
売、入出力、編集・加工などを主体とする情報処理サービス業

県外

富士ゼロックスシステムサービス（株） 代表取締役 井上　あまね 東京都板橋区坂下1-19-1 公共事業本部　中部支店 その他
コンピュータ、デジタル情報機器、マイクロフィルム機器のハード・ソフトの販
売、入出力、編集・加工などを主体とする情報処理サービス業

県外

（有）藤田テント商会 代表取締役 藤田　定一 石川県羽咋市千里浜町ホ108 企画展示広告・映画・室内デザイン類

イベント企画運営　会場設営　竣工式　各種テント　日除け　オーニング　旗
パイプテント　幕　染物　懸垂幕　看板　祭礼用品　安全マット　ネット　災害
用品　ビニール製品　カーテン　イベント用品　緞帳　一文字看板

県内

（有）藤田テント商会 代表取締役 藤田　定一 石川県羽咋市千里浜町ホ108 被服類
イベント企画運営　会場設営　竣工式　各種テント　日除け　オーニング　旗
パイプテント　幕　染物　懸垂幕　看板　祭礼用品　安全マット　ネット　災害
用品　ビニール製品　カーテン　イベント用品　緞帳　一文字看板

県内

（有）藤田テント商会 代表取締役 藤田　定一 石川県羽咋市千里浜町ホ108 看板・標識・保安用品類

イベント企画運営　会場設営　竣工式　各種テント　日除け　オーニング　旗
パイプテント　幕　染物　懸垂幕　看板　祭礼用品　安全マット　ネット　災害
用品　ビニール製品　カーテン　イベント用品　緞帳　一文字看板

県内
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（有）藤田テント商会 代表取締役 藤田　定一 石川県羽咋市千里浜町ホ108 家具類
イベント企画運営　会場設営　竣工式　各種テント　日除け　オーニング　旗
パイプテント　幕　染物　懸垂幕　看板　祭礼用品　安全マット　ネット　災害
用品　ビニール製品　カーテン　イベント用品　緞帳　一文字看板

県内

（有）藤田テント商会 代表取締役 藤田　定一 石川県羽咋市千里浜町ホ108 漁網等
イベント企画運営　会場設営　竣工式　各種テント　日除け　オーニング　旗
パイプテント　幕　染物　懸垂幕　看板　祭礼用品　安全マット　ネット　災害
用品　ビニール製品　カーテン　イベント用品　緞帳　一文字看板

県内

フジ地中情報（株） 代表取締役 深澤　貴 東京都港区海岸3-20-20 金沢事務所 コンピュータ関連業務類

・データ入力・ソフト開発　・マッピング・地図データ作成　情報図面作成・保
守、監理　・漏水調査　配水池清掃業務　・浄水場、　処理場運転管理、保
守、点検、監理

県外

フジ地中情報（株） 代表取締役 深澤　貴 東京都港区海岸3-20-20 金沢事務所 その他
・データ入力・ソフト開発　・マッピング・地図データ作成　情報図面作成・保
守、監理　・漏水調査　配水池清掃業務　・浄水場、　処理場運転管理、保
守、点検、監理

県外

（株）富士通エフサス 代表取締役社長 小林　俊範 東京都品川区西品川1-1-1 コンピュータ関連業務類

情報システムの企画・設計、構築、設置・工事サービス。情報システムの運
用サービス。情報システムのメンテナンスサービス。情報システム向け機
器・ソフトウェアの販売。

県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 代表取締役社長 砂田　敬之 東京都港区東新橋1-5-2 石川支社 コンピュータ関連業務類

各種サーバ（メインフレーム、ＵＮＩＸサーバ、ＩＡサーバ、ＰＣサーバ）、各種ソ
フトウェア（ＯＳ、ミドルウェア）、携帯電話、システムインテグレーション（シス
テム構築、業務アプリケーション）他

県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 代表取締役社長 砂田　敬之 東京都港区東新橋1-5-2 石川支社 事務器具類
各種サーバ（メインフレーム、ＵＮＩＸサーバ、ＩＡサーバ、ＰＣサーバ）、各種ソ
フトウェア（ＯＳ、ミドルウェア）、携帯電話、システムインテグレーション（シス
テム構築、業務アプリケーション）他

県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 代表取締役社長 砂田　敬之 東京都港区東新橋1-5-2 石川支社 電気器具類
各種サーバ（メインフレーム、ＵＮＩＸサーバ、ＩＡサーバ、ＰＣサーバ）、各種ソ
フトウェア（ＯＳ、ミドルウェア）、携帯電話、システムインテグレーション（シス
テム構築、業務アプリケーション）他

県外

（株）富士通ゼネラル 代表取締役 斎藤　悦郎 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 中部情報通信ネットワーク営業部 電気器具類 消防通信システム、防災行政通信システム 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役社長 志真　哲夫 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 北陸支店 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、大型コンピュータ及び関連機器の販
売、無線機器、通信機器、パソコン、事務器具・電気器具の保守管理業務

県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役社長 志真　哲夫 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 北陸支店 電気器具類
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、大型コンピュータ及び関連機器の販
売、無線機器、通信機器、パソコン、事務器具・電気器具の保守管理業務

県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役社長 志真　哲夫 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 北陸支店 その他
ソフトウェア開発、ネットワーク構築、大型コンピュータ及び関連機器の販
売、無線機器、通信機器、パソコン、事務器具・電気器具の保守管理業務

県外

富士通リース（株） 代表取締役 近藤　芳樹 東京都千代田区神田練塀町3 北陸支店 リース・レンタル業類
情報処理機器（ホストコンピュータ、クライアントサーバ等）、通信機器、、複
写機、医療機器等の賃貸・リース

県外

フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 東京都千代田区神田佐久間町2-20 中部支店 理科医療機器類
漏水探知器、埋設物探知器、水圧・流量測定器、水質測定器、ガス検知
器、漏水調査、水圧調査

県外

フジテコム（株） 代表取締役 森山　慎一 東京都千代田区神田佐久間町2-20 中部支店 その他
漏水探知器、埋設物探知器、水圧・流量測定器、水質測定器、ガス検知
器、漏水調査、水圧調査

県外

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 取締役社長 阪本　雅司 東京都江東区豊洲2-2-1 富士フイ ルムビジネスイ ノベーショ ンジャパン（株） 事務器具類
業務改善、オフィスの効率化を目指したシステム提案、ソリューション提案
による、プリンター・パソコン・その他システム製品の販売・保守サービス

県外

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 取締役社長 阪本　雅司 東京都江東区豊洲2-2-1 富士フイ ルムビジネスイ ノベーショ ンジャパン（株） 文具類
業務改善、オフィスの効率化を目指したシステム提案、ソリューション提案
による、プリンター・パソコン・その他システム製品の販売・保守サービス

県外

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 取締役社長 阪本　雅司 東京都江東区豊洲2-2-1 富士フイ ルムビジネスイ ノベーショ ンジャパン（株） 紙類
業務改善、オフィスの効率化を目指したシステム提案、ソリューション提案
による、プリンター・パソコン・その他システム製品の販売・保守サービス

県外

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 取締役社長 阪本　雅司 東京都江東区豊洲2-2-1 富士フイ ルムビジネスイ ノベーショ ンジャパン（株） コンピュータ関連業務類
業務改善、オフィスの効率化を目指したシステム提案、ソリューション提案
による、プリンター・パソコン・その他システム製品の販売・保守サービス

県外

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 取締役社長 阪本　雅司 東京都江東区豊洲2-2-1 富士フイ ルムビジネスイ ノベーショ ンジャパン（株） リース・レンタル業類
業務改善、オフィスの効率化を目指したシステム提案、ソリューション提案
による、プリンター・パソコン・その他システム製品の販売・保守サービス

県外

プロメディカル（株） 代表取締役 中田　年樹 石川県金沢市駅西本町1-1-33 理科医療機器類 医療機器全般（主として整形外科）、厨房機器類 県内

プロメディカル（株） 代表取締役 中田　年樹 石川県金沢市駅西本町1-1-33 機械器具類 医療機器全般（主として整形外科）、厨房機器類 県内

プロメディカル（株） 代表取締役 中田　年樹 石川県金沢市駅西本町1-1-33 測量機器類 医療機器全般（主として整形外科）、厨房機器類 県内

プロメディカル（株） 代表取締役 中田　年樹 石川県金沢市駅西本町1-1-33 薬品類 医療機器全般（主として整形外科）、厨房機器類 県内

プロメディカル（株） 代表取締役 中田　年樹 石川県金沢市駅西本町1-1-33 リース・レンタル業類 医療機器全般（主として整形外科）、厨房機器類 県内

（株）プロモート 代表取締役 明星　加守暢 石川県珠洲市上戸町北方い-31-1 理科医療機器類 ベッド、福祉機器、介護用品、車椅子、食器類、紙おむつ類、入浴用品他 県内

（株）プロモート 代表取締役 明星　加守暢 石川県珠洲市上戸町北方い-31-1 荒物類 ベッド、福祉機器、介護用品、車椅子、食器類、紙おむつ類、入浴用品他 県内

（株）フロンティインターナショナル 代表取締役社長 河村　康宏
東京都渋谷区渋谷3-3-5
ＮＢＦ渋谷イースト

企画展示広告・映画・室内デザイン類

イベントの企画運営人材派遣（協賛イベントＰＲイベントプレス発表会、展示
イベント、ポップアップストア）セールスプロモーション、デジタルプロモーショ
ン　消費者キャンペーン、販売の人材派遣、ＰＲ広報活動

県外

（株）フロンティインターナショナル 代表取締役社長 河村　康宏
東京都渋谷区渋谷3-3-5
ＮＢＦ渋谷イースト

その他
イベントの企画運営人材派遣（協賛イベントＰＲイベントプレス発表会、展示
イベント、ポップアップストア）セールスプロモーション、デジタルプロモーショ
ン　消費者キャンペーン、販売の人材派遣、ＰＲ広報活動

県外

（株）フロンティインターナショナル 代表取締役社長 河村　康宏
東京都渋谷区渋谷3-3-5
ＮＢＦ渋谷イースト

印刷（軽印刷）類
イベントの企画運営人材派遣（協賛イベントＰＲイベントプレス発表会、展示
イベント、ポップアップストア）セールスプロモーション、デジタルプロモーショ
ン　消費者キャンペーン、販売の人材派遣、ＰＲ広報活動

県外

平和機械（株） 代表取締役 小野　寛利 愛知県名古屋市中区金山2-1-5 消防用品類
救助工作車、指揮車、支援車、水槽車等各種消防自動車のぎ装。救助用
資機材

県外

平和製罐（株） 代表取締役 田中　住子 大阪府泉南市りんくう南浜3-17 看板・標識・保安用品類

街区表示板、住居番号表示板、枝番号表示板、町名表示板、犬鑑札、狂
犬病予防注射票、水道門標、タンク検査済証、境界標、原動機付自転車標
識

県外

（株）ベネッセコーポレーション 代表取締役 小林　仁 岡山県岡山市北区南方3-7-17 小中学校事業部 その他
小中学校向け総合学力調査、小中学校向けICT教育サポート、英語関連
事業、研修・研究事業、各種調査・分析事業、学校向け教育用ソフト、ドリ
ル

県外

（株）ベネッセコーポレーション 代表取締役 小林　仁 岡山県岡山市北区南方3-7-17 小中学校事業部 文具類
小中学校向け総合学力調査、小中学校向けICT教育サポート、英語関連
事業、研修・研究事業、各種調査・分析事業、学校向け教育用ソフト、ドリ
ル

県外

鳳南タクシー（株） 代表取締役 下澤　芳明 輪島市門前町館イ-40-3 その他 スクールバス等運行業務 市内

（株）ボーダーリンク 代表取締役 安井　康真 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1　ACROSS 8階 その他 ALT（外国語指導助手）派遣・業務委託、翻訳・通訳 県外

（株）ホープ 代表取締役 時津　孝康
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F

企画展示広告・映画・室内デザイン類

広告代理業、印刷物の企画デザイン製作、電力供給、一般印刷(冊子・広
報誌・封筒・カレンダー)、イベント企画運営、ソフトウェア、ネットワーク構
築、インターネットコンテンツの作成、広告付設置型授乳室のリース

県外

（株）ホープ 代表取締役 時津　孝康
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F

その他
広告代理業、印刷物の企画デザイン製作、電力供給、一般印刷(冊子・広
報誌・封筒・カレンダー)、イベント企画運営、ソフトウェア、ネットワーク構
築、インターネットコンテンツの作成、広告付設置型授乳室のリース

県外

（株）ホープ 代表取締役 時津　孝康
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F

印刷（一般）類
広告代理業、印刷物の企画デザイン製作、電力供給、一般印刷(冊子・広
報誌・封筒・カレンダー)、イベント企画運営、ソフトウェア、ネットワーク構
築、インターネットコンテンツの作成、広告付設置型授乳室のリース

県外

（株）ホープ 代表取締役 時津　孝康
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F

コンピュータ関連業務類

広告代理業、印刷物の企画デザイン製作、電力供給、一般印刷(冊子・広
報誌・封筒・カレンダー)、イベント企画運営、ソフトウェア、ネットワーク構
築、インターネットコンテンツの作成、広告付設置型授乳室のリース

県外
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（株）ホープ 代表取締役 時津　孝康
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F

リース・レンタル業類

広告代理業、印刷物の企画デザイン製作、電力供給、一般印刷(冊子・広
報誌・封筒・カレンダー)、イベント企画運営、ソフトウェア、ネットワーク構
築、インターネットコンテンツの作成、広告付設置型授乳室のリース

県外

（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町25-1 機械器具類 水中ポンプ、スノーアンテナ、バルブ 県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 事務器具類
各種コンピュータ及び周辺機器、通信・放送機器、音響・視聴覚機器、火災
報知設備。

県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 電気器具類
各種コンピュータ及び周辺機器、通信・放送機器、音響・視聴覚機器、火災
報知設備。

県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 コンピュータ関連業務類
各種コンピュータ及び周辺機器、通信・放送機器、音響・視聴覚機器、火災
報知設備。

県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 消防用品類
各種コンピュータ及び周辺機器、通信・放送機器、音響・視聴覚機器、火災
報知設備。

県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 七尾営業所 電気器具類
通信機器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電化製品、パソコン、コ
ピー機、ファックス、コンピュータ及び関連機器、ソフトウェア開発、ネット構
築、消火設備、避難器具等関連消防用品類、防災備蓄品、機器賃貸

県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 七尾営業所 事務器具類
通信機器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電化製品、パソコン、コ
ピー機、ファックス、コンピュータ及び関連機器、ソフトウェア開発、ネット構
築、消火設備、避難器具等関連消防用品類、防災備蓄品、機器賃貸

県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 七尾営業所 コンピュータ関連業務類

通信機器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電化製品、パソコン、コ
ピー機、ファックス、コンピュータ及び関連機器、ソフトウェア開発、ネット構
築、消火設備、避難器具等関連消防用品類、防災備蓄品、機器賃貸

県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 七尾営業所 消防用品類
通信機器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電化製品、パソコン、コ
ピー機、ファックス、コンピュータ及び関連機器、ソフトウェア開発、ネット構
築、消火設備、避難器具等関連消防用品類、防災備蓄品、機器賃貸

県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 七尾営業所 リース・レンタル業類

通信機器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電化製品、パソコン、コ
ピー機、ファックス、コンピュータ及び関連機器、ソフトウェア開発、ネット構
築、消火設備、避難器具等関連消防用品類、防災備蓄品、機器賃貸

県内

北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小坂町西22 薬品類
プール等循環ろ過装置関連薬品(スパクリーン、ネオクロール、ペーパープ
ラス、ペーパーマイナス、レジオハンター、パイプフィニッシュ、クロルイー
ター、ＰＡＣ、サイクロン等)　殺虫剤・捕虫紙等

県内

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他
計量証明事業、ダイオキシン類測定、アスベスト分析、水道法に基づく水質
検査、ビル管理法に基づく水質検査、土壌汚染対策法に基づく検査、食品
衛生法に基づく検査、作業環境測定、残留農薬検査、放射能検査

県外

（株）北陸共立 代表取締役 堂下　武一 石川県金沢市専光寺町ヲ167 企画展示広告・映画・室内デザイン類

舞台大道具備品（平台・所作台・演台・各種幕類・他）、舞台照明備品（電
球・スポットライト・効果器・他）、舞台音響備品（マイク・アンプ・スピーカー・
他）の販売、イベント等の企画操作運営業務

県内

（株）北陸共立 代表取締役 堂下　武一 石川県金沢市専光寺町ヲ167 電気器具類
舞台大道具備品（平台・所作台・演台・各種幕類・他）、舞台照明備品（電
球・スポットライト・効果器・他）、舞台音響備品（マイク・アンプ・スピーカー・
他）の販売、イベント等の企画操作運営業務

県内

北陸コンピュータ・サービス（株） 代表取締役社長 多賀　満 石川県金沢市駅西本町2-7-21 コンピュータ関連業務類
各種コンピュータ及び周辺機器販売、ソフトウェア開発、情報処理のアウト
ソーシング、データ入力業務、ＯＡ消耗品販売、コピー用紙販売

県内

北陸コンピュータ・サービス（株） 代表取締役社長 多賀　満 石川県金沢市駅西本町2-7-21 事務器具類
各種コンピュータ及び周辺機器販売、ソフトウェア開発、情報処理のアウト
ソーシング、データ入力業務、ＯＡ消耗品販売、コピー用紙販売

県内

北陸コンピュータ・サービス（株） 代表取締役社長 多賀　満 石川県金沢市駅西本町2-7-21 紙類
各種コンピュータ及び周辺機器販売、ソフトウェア開発、情報処理のアウト
ソーシング、データ入力業務、ＯＡ消耗品販売、コピー用紙販売

県内

北陸重機（株） 代表取締役 馳部　茂義 石川県金沢市鳴和2-7-20 機械器具類
重車輌及び特殊車輌の整備・販売・レンタル（掘削機、除雪機、タイヤショ
ベル、キャリアダンプ、フォークリフト、発電機、環境機械、農業機械、林業
機械）

県内

北陸重機（株） 代表取締役 馳部　茂義 石川県金沢市鳴和2-7-20 車両類
重車輌及び特殊車輌の整備・販売・レンタル（掘削機、除雪機、タイヤショ
ベル、キャリアダンプ、フォークリフト、発電機、環境機械、農業機械、林業
機械）

県内

北陸重機（株） 代表取締役 馳部　茂義 石川県金沢市鳴和2-7-20 リース・レンタル業類

重車輌及び特殊車輌の整備・販売・レンタル（掘削機、除雪機、タイヤショ
ベル、キャリアダンプ、フォークリフト、発電機、環境機械、農業機械、林業
機械）

県内

北陸総業（株） 代表取締役 小酒　俊司 石川県小松市問屋町7 原材料類
石油化学製品(管財・シート)、鉄蓋・グレーチング・常温特殊合材・止水材・
補修材・セメント・ベントナイト・融雪剤・ネット各種・肥料・種苗・農業用関連
資材・園芸造園資材

県内

北陸総業（株） 代表取締役 小酒　俊司 石川県小松市問屋町7 漁網等
石油化学製品(管財・シート)、鉄蓋・グレーチング・常温特殊合材・止水材・
補修材・セメント・ベントナイト・融雪剤・ネット各種・肥料・種苗・農業用関連
資材・園芸造園資材

県内

北陸総業（株） 代表取締役 小酒　俊司 石川県小松市問屋町7 種苗・水槽・動物
石油化学製品(管財・シート)、鉄蓋・グレーチング・常温特殊合材・止水材・
補修材・セメント・ベントナイト・融雪剤・ネット各種・肥料・種苗・農業用関連
資材・園芸造園資材

県内

北陸総業（株） 代表取締役 小酒　俊司 石川県小松市問屋町7 農薬・肥料・飼料類
石油化学製品(管財・シート)、鉄蓋・グレーチング・常温特殊合材・止水材・
補修材・セメント・ベントナイト・融雪剤・ネット各種・肥料・種苗・農業用関連
資材・園芸造園資材

県内

北陸総業（株） 代表取締役 小酒　俊司 石川県小松市問屋町7 その他
石油化学製品(管財・シート)、鉄蓋・グレーチング・常温特殊合材・止水材・
補修材・セメント・ベントナイト・融雪剤・ネット各種・肥料・種苗・農業用関連
資材・園芸造園資材

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 理科医療機器類
・AED（自動体外式除細動器）・防犯及び監視カメラ・消火器・ＡＥＤパッド・
バッテリ・防犯用品（ＧＰＳ端末まもるっく）・防災用品、備蓄食料、電気錠

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 電気器具類
・AED（自動体外式除細動器）・防犯及び監視カメラ・消火器・ＡＥＤパッド・
バッテリ・防犯用品（ＧＰＳ端末まもるっく）・防災用品、備蓄食料、電気錠

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 消防用品類
・AED（自動体外式除細動器）・防犯及び監視カメラ・消火器・ＡＥＤパッド・
バッテリ・防犯用品（ＧＰＳ端末まもるっく）・防災用品、備蓄食料、電気錠

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 リース・レンタル業類
・AED（自動体外式除細動器）・防犯及び監視カメラ・消火器・ＡＥＤパッド・
バッテリ・防犯用品（ＧＰＳ端末まもるっく）・防災用品、備蓄食料、電気錠

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 その他
・AED（自動体外式除細動器）・防犯及び監視カメラ・消火器・ＡＥＤパッド・
バッテリ・防犯用品（ＧＰＳ端末まもるっく）・防災用品、備蓄食料、電気錠

県内

（株）北陸第一興商 代表取締役 髙木　健二 石川県金沢市玉鉢町2-262 電気器具類 各種イベントに使用する業務用カラオケ機器や音響機器のリース及び販売 県内

（株）北陸第一興商 代表取締役 髙木　健二 石川県金沢市玉鉢町2-262 リース・レンタル業類 各種イベントに使用する業務用カラオケ機器や音響機器のリース及び販売 県内

北陸電子（株） 代表取締役 田中　憲治 石川県金沢市神野1-38-1 電気器具類
業務用無線機、通信機器、パソコン、パソコン周辺機器、ソフトウェア開発、
ネットワーク関連機器、家庭電化製品

県内

北陸電子（株） 代表取締役 田中　憲治 石川県金沢市神野1-38-1 事務器具類
業務用無線機、通信機器、パソコン、パソコン周辺機器、ソフトウェア開発、
ネットワーク関連機器、家庭電化製品

県内

北陸電子（株） 代表取締役 田中　憲治 石川県金沢市神野1-38-1 コンピュータ関連業務類
業務用無線機、通信機器、パソコン、パソコン周辺機器、ソフトウェア開発、
ネットワーク関連機器、家庭電化製品

県内

北陸電力（株） 代表取締役社長　社長執行役員 松田　光司 富山県富山市牛島町15-1 輪島営業所 その他 電気事業、熱供給事業、ガス供給事業、電気通信事業など 県外



令和3・4年度　競争入札参加資格者名簿 （R3.9.1現在）

北陸電力送配電（株） 取締役社長 水野　弘一 富山県富山市牛島町15番1号 北陸電力送配電（株） 電気器具類 IoT用通信回線サービス無線通信端末 県外

北陸電話工事（株） 代表取締役社長 森　泰夫 金沢市米泉町10-1-153 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア開発（設計・製造・保守）、ＬＡＮ・ＷＡＮ等ネットワーク構築、イン
ターネットコンテンツの作成コンピュータ及び関連機器販売等

県内

北陸電話工事（株） 代表取締役社長 森　泰夫 金沢市米泉町10-1-153 事務器具類
ソフトウェア開発（設計・製造・保守）、ＬＡＮ・ＷＡＮ等ネットワーク構築、イン
ターネットコンテンツの作成コンピュータ及び関連機器販売等

県内

北陸電話工事（株） 代表取締役社長 森　泰夫 金沢市米泉町10-1-153 電気器具類
ソフトウェア開発（設計・製造・保守）、ＬＡＮ・ＷＡＮ等ネットワーク構築、イン
ターネットコンテンツの作成コンピュータ及び関連機器販売等

県内

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 その他
水道法20条に基づく水質検査。水道法34条に基づく簡易専用水道管理検
査。衛生検査（食品・検便）。温泉法に基づく分析検査。計量証明。建築物
飲料水水質検査。

県内

（株）北陸メディアセンター 代表取締役 萬里　真実也 石川県金沢市千木町リ100 企画展示広告・映画・室内デザイン類
テレビ番組、テレビＣＭ、プロモーション動画、展示映像、ＷＥＢ動画、ＷＥＢ
生配信

県内

（株）北陸リサイクルセンター 代表取締役社長 馬場　隆 石川県白山市水島町428 不用品 ペットボトルを再商品化したフレーク 県内

（株）北陸ワキタ 代表取締役社長 堀江　大介 石川県金沢市鳴和2-9-25 理科医療機器類
医療機器（MR装置、CTスキャナ等）Ｘ線フィルム・パソコン・複写機・プリン
タ・ファクス及びカメラ・一般写真材料・家電製品・音響映像製品・時計・ギフ
ト用品等のライフアップ製品の販売

県内

（株）北陸ワキタ 代表取締役社長 堀江　大介 石川県金沢市鳴和2-9-25 事務器具類
医療機器（MR装置、CTスキャナ等）Ｘ線フィルム・パソコン・複写機・プリン
タ・ファクス及びカメラ・一般写真材料・家電製品・音響映像製品・時計・ギフ
ト用品等のライフアップ製品の販売

県内

（株）北陸ワキタ 代表取締役社長 堀江　大介 石川県金沢市鳴和2-9-25 電気器具類
医療機器（MR装置、CTスキャナ等）Ｘ線フィルム・パソコン・複写機・プリン
タ・ファクス及びカメラ・一般写真材料・家電製品・音響映像製品・時計・ギフ
ト用品等のライフアップ製品の販売

県内

（株）北陸ワキタ 代表取締役社長 堀江　大介 石川県金沢市鳴和2-9-25 写真類
医療機器（MR装置、CTスキャナ等）Ｘ線フィルム・パソコン・複写機・プリン
タ・ファクス及びカメラ・一般写真材料・家電製品・音響映像製品・時計・ギフ
ト用品等のライフアップ製品の販売

県内

（株）北陸ワキタ 代表取締役社長 堀江　大介 石川県金沢市鳴和2-9-25 薬品類
医療機器（MR装置、CTスキャナ等）Ｘ線フィルム・パソコン・複写機・プリン
タ・ファクス及びカメラ・一般写真材料・家電製品・音響映像製品・時計・ギフ
ト用品等のライフアップ製品の販売

県内

ホシザキ北信越（株） 代表取締役 大場　則夫 石川県金沢市松島2-26 能登営業所 機械器具類
ホシザキ電機（株）の北信越地区総代理店としてホシザキ商品を主とする
各種厨房機器の販売・アフターサービスを行う。給茶機・食器洗浄機のレン
タル事業、給茶機用茶葉・食器洗浄機用洗剤等の取扱いも行う。

県内

ホシザキ北信越（株） 代表取締役 大場　則夫 石川県金沢市松島2-26 能登営業所 その他
ホシザキ電機（株）の北信越地区総代理店としてホシザキ商品を主とする
各種厨房機器の販売・アフターサービスを行う。給茶機・食器洗浄機のレン
タル事業、給茶機用茶葉・食器洗浄機用洗剤等の取扱いも行う。

県内

ホシザキ北信越（株） 代表取締役 大場　則夫 石川県金沢市松島2-26 能登営業所 荒物類
ホシザキ電機（株）の北信越地区総代理店としてホシザキ商品を主とする
各種厨房機器の販売・アフターサービスを行う。給茶機・食器洗浄機のレン
タル事業、給茶機用茶葉・食器洗浄機用洗剤等の取扱いも行う。

県内

ホシザキ北信越（株） 代表取締役 大場　則夫 石川県金沢市松島2-26 能登営業所 食料類
ホシザキ電機（株）の北信越地区総代理店としてホシザキ商品を主とする
各種厨房機器の販売・アフターサービスを行う。給茶機・食器洗浄機のレン
タル事業、給茶機用茶葉・食器洗浄機用洗剤等の取扱いも行う。

県内

ホシザキ北信越（株） 代表取締役 大場　則夫 石川県金沢市松島2-26 能登営業所 リース・レンタル業類

ホシザキ電機（株）の北信越地区総代理店としてホシザキ商品を主とする
各種厨房機器の販売・アフターサービスを行う。給茶機・食器洗浄機のレン
タル事業、給茶機用茶葉・食器洗浄機用洗剤等の取扱いも行う。

県内

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場1-2-1-6 東京支店 印刷（一般）類
都市計画図、管内図、防災マップ、ガイドマップ、地図付案内板、サインディ
スプレイ、地形模型、ＧＩＳ関連ソフトウェア開発、データ入力、地域活性に関
する業務、地形地質等に関する調査、等

県外

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場1-2-1-6 東京支店 看板・標識・保安用品類

都市計画図、管内図、防災マップ、ガイドマップ、地図付案内板、サインディ
スプレイ、地形模型、ＧＩＳ関連ソフトウェア開発、データ入力、地域活性に関
する業務、地形地質等に関する調査、等

県外

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場1-2-1-6 東京支店 企画展示広告・映画・室内デザイン類

都市計画図、管内図、防災マップ、ガイドマップ、地図付案内板、サインディ
スプレイ、地形模型、ＧＩＳ関連ソフトウェア開発、データ入力、地域活性に関
する業務、地形地質等に関する調査、等

県外

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場1-2-1-6 東京支店 コンピュータ関連業務類

都市計画図、管内図、防災マップ、ガイドマップ、地図付案内板、サインディ
スプレイ、地形模型、ＧＩＳ関連ソフトウェア開発、データ入力、地域活性に関
する業務、地形地質等に関する調査、等

県外

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場1-2-1-6 東京支店 その他
都市計画図、管内図、防災マップ、ガイドマップ、地図付案内板、サインディ
スプレイ、地形模型、ＧＩＳ関連ソフトウェア開発、データ入力、地域活性に関
する業務、地形地質等に関する調査、等

県外

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 薬品類
薬品類の販売（工業薬品・活性炭・次亜塩素酸ナトリウム・精製水・その他
給水用薬剤全般）給排水衛生器具・浄水器・ろ材ろ過材・各種ポンプ

県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 機械器具類
薬品類の販売（工業薬品・活性炭・次亜塩素酸ナトリウム・精製水・その他
給水用薬剤全般）給排水衛生器具・浄水器・ろ材ろ過材・各種ポンプ

県内

北国インテックサービス（株） 代表取締役社長 青木　政二 石川県金沢市鞍月2-1 コンピュータ関連業務類
情報処理サービス・ソフトウェア開発・データ入力業務・コンピュータ及び関
連機器の販売・ネットワーク構築・調査等コンサルテーション

県内

北国インテックサービス（株） 代表取締役社長 青木　政二 石川県金沢市鞍月2-1 リース・レンタル業類
情報処理サービス・ソフトウェア開発・データ入力業務・コンピュータ及び関
連機器の販売・ネットワーク構築・調査等コンサルテーション

県内

（一財）北國総合研究所 理事長 吉田　仁 石川県金沢市南町2-1 その他
アンケート調査、経済関係の各種調査、まちづくり等に関する調査研究、歴
史等に関する調査研究、講演会等の開催ほか

県内

（一財）北國総合研究所 理事長 吉田　仁 石川県金沢市南町2-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類
アンケート調査、経済関係の各種調査、まちづくり等に関する調査研究、歴
史等に関する調査研究、講演会等の開催ほか

県内

（一財）北國総合研究所 理事長 吉田　仁 石川県金沢市南町2-1 コンピュータ関連業務類
アンケート調査、経済関係の各種調査、まちづくり等に関する調査研究、歴
史等に関する調査研究、講演会等の開催ほか

県内

（有）ほるぷキッズパーク 取締役 伊佐　理枝子 鹿児島県薩摩川内市西向田町17-19 文具類
書籍全般、CD、DVD、紙芝居、保育教材、学校教材、積木、木製玩具等の
販売。図書館家具、用品の販売とコーディネート。積木ワークショップ、講
座、講演会、コンサートの企画と運営。

県外

（有）ほるぷキッズパーク 取締役 伊佐　理枝子 鹿児島県薩摩川内市西向田町17-19 家具類
書籍全般、CD、DVD、紙芝居、保育教材、学校教材、積木、木製玩具等の
販売。図書館家具、用品の販売とコーディネート。積木ワークショップ、講
座、講演会、コンサートの企画と運営。

県外

（有）ほるぷキッズパーク 取締役 伊佐　理枝子 鹿児島県薩摩川内市西向田町17-19 企画展示広告・映画・室内デザイン類

書籍全般、CD、DVD、紙芝居、保育教材、学校教材、積木、木製玩具等の
販売。図書館家具、用品の販売とコーディネート。積木ワークショップ、講
座、講演会、コンサートの企画と運営。

県外

（株）本田商会 代表取締役 柴　達也 石川県金沢市増泉2-19-10 消防用品類
消防自動車、特殊車輌、可搬消防ポンプ、救助用資機材、災害用資機材、
ＡＥＤ、救急医療器具、安全衛生保護具、消火器、消防用ホース、消防用被
服、消防用品、消火設備、避難設備、危険物・消火栓等標識など

県内

（株）本田商会 代表取締役 柴　達也 石川県金沢市増泉2-19-10 理科医療機器類
消防自動車、特殊車輌、可搬消防ポンプ、救助用資機材、災害用資機材、
ＡＥＤ、救急医療器具、安全衛生保護具、消火器、消防用ホース、消防用被
服、消防用品、消火設備、避難設備、危険物・消火栓等標識など

県内

（株）ホンダ輪島販売 代表取締役 山瀬　公博 輪島市二ﾂ屋町2-33-4 車両類
ホンダをメインとした新車、中古車の販売、修理、点検、車検、ホンダの汎
用機汎用品の販売、修理

市内
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（株）ホンダ輪島販売 代表取締役 山瀬　公博 輪島市二ﾂ屋町2-33-4 機械器具類
ホンダをメインとした新車、中古車の販売、修理、点検、車検、ホンダの汎
用機汎用品の販売、修理

市内

（株）マーフィーシステムズ 代表取締役 藤重　佳代子 富山県高岡市丸の内1-40　高岡商工ビル コンピュータ関連業務類 ソフトウエア開発　ＩＴ導入支援事業　求職者支援訓練 県外

前田印刷（株） 代表取締役 前田　陽介 石川県金沢市寺地1-14-5 金沢事業部 印刷（一般）類
頁物書籍、パンフレット、ポスター、カレンダー、その他オフセット印刷、イン
ターネットホームページ等の情報関連ソフト

県内

前田印刷（株） 代表取締役 前田　陽介 石川県金沢市寺地1-14-5 金沢事業部 印刷（軽印刷）類
頁物書籍、パンフレット、ポスター、カレンダー、その他オフセット印刷、イン
ターネットホームページ等の情報関連ソフト

県内

前田印刷（株） 代表取締役 前田　陽介 石川県金沢市寺地1-14-5 金沢事業部 コンピュータ関連業務類
頁物書籍、パンフレット、ポスター、カレンダー、その他オフセット印刷、イン
ターネットホームページ等の情報関連ソフト

県内

（株）摩郷 代表取締役 摩郷　修 石川県鳳珠郡穴水町字大町ロ-27 看板・標識・保安用品類
交通道路標識、防護柵、安全用品、常温合材、セメント、融雪剤、土木資
材、法面資材

県内

（株）摩郷 代表取締役 摩郷　修 石川県鳳珠郡穴水町字大町ロ-27 原材料類
交通道路標識、防護柵、安全用品、常温合材、セメント、融雪剤、土木資
材、法面資材

県内

町野観光タクシー 伊東　弘司 輪島市町野町寺山6-18 その他 スクールバス運転業務 市内

（株）松村電機製作所 代表取締役 松村　秀一 東京都文京区根津2-12-1 中部支店 その他 舞台照明器具、舞台照明保守点検 県外

松村物産（株） 代表取締役 松村　俊一 石川県金沢市広岡2-1-27 機械器具類 厨房設備機器、食器、食器洗浄機、ガソリン、灯油、Ａ重油、軽油、清缶剤 県内

松村物産（株） 代表取締役 松村　俊一 石川県金沢市広岡2-1-27 荒物類 厨房設備機器、食器、食器洗浄機、ガソリン、灯油、Ａ重油、軽油、清缶剤 県内

松村物産（株） 代表取締役 松村　俊一 石川県金沢市広岡2-1-27 燃料類 厨房設備機器、食器、食器洗浄機、ガソリン、灯油、Ａ重油、軽油、清缶剤 県内

松村物産（株） 代表取締役 松村　俊一 石川県金沢市広岡2-1-27 薬品類 厨房設備機器、食器、食器洗浄機、ガソリン、灯油、Ａ重油、軽油、清缶剤 県内

丸硝（株） 代表取締役 堤　俊彦 岐阜県大垣市荒尾町674 荒物類
指定ごみ袋の製造・販売・配送、資源回収用ネット袋・プラスチックコンテ
ナー・折りたたみ式自立ＢＯＸ、土のう袋、フレキシブルコンテナバッグ、道
路の液状化対策用大型フレコンＤーＢＯＸ、カラス避けネット

県外

丸硝（株） 代表取締役 堤　俊彦 岐阜県大垣市荒尾町674 漁網等
指定ごみ袋の製造・販売・配送、資源回収用ネット袋・プラスチックコンテ
ナー・折りたたみ式自立ＢＯＸ、土のう袋、フレキシブルコンテナバッグ、道
路の液状化対策用大型フレコンＤーＢＯＸ、カラス避けネット

県外

（有）丸二印刷 代表取締役 高森　健一 輪島市河井町1-134-3 印刷（一般）類 印刷物一般、カラー印刷、軽印刷、モノクロ印刷、のぼり旗、シール印刷 市内

（有）丸二印刷 代表取締役 高森　健一 輪島市河井町1-134-3 印刷（軽印刷）類 印刷物一般、カラー印刷、軽印刷、モノクロ印刷、のぼり旗、シール印刷 市内

（有）丸二印刷 代表取締役 高森　健一 輪島市河井町1-134-3 紙類 印刷物一般、カラー印刷、軽印刷、モノクロ印刷、のぼり旗、シール印刷 市内

（株）丸菱 代表取締役社長 米浜　謙二 石川県金沢市問屋町2-20 事務器具類
パソコン（家庭用）及び関連機器、コピー機、ファックス、スチール家具、木
製家具、机、いす、気象観測機器、電子計測器、計量器、文房具、教材、コ
ピー用紙、大型コンピュータ及び関連機器の販売

県内

（株）丸菱 代表取締役社長 米浜　謙二 石川県金沢市問屋町2-20 家具類
パソコン（家庭用）及び関連機器、コピー機、ファックス、スチール家具、木
製家具、机、いす、気象観測機器、電子計測器、計量器、文房具、教材、コ
ピー用紙、大型コンピュータ及び関連機器の販売

県内

（株）丸菱 代表取締役社長 米浜　謙二 石川県金沢市問屋町2-20 測量機器類
パソコン（家庭用）及び関連機器、コピー機、ファックス、スチール家具、木
製家具、机、いす、気象観測機器、電子計測器、計量器、文房具、教材、コ
ピー用紙、大型コンピュータ及び関連機器の販売

県内

（株）丸菱 代表取締役社長 米浜　謙二 石川県金沢市問屋町2-20 文具類
パソコン（家庭用）及び関連機器、コピー機、ファックス、スチール家具、木
製家具、机、いす、気象観測機器、電子計測器、計量器、文房具、教材、コ
ピー用紙、大型コンピュータ及び関連機器の販売

県内

（株）丸菱 代表取締役社長 米浜　謙二 石川県金沢市問屋町2-20 コンピュータ関連業務類

パソコン（家庭用）及び関連機器、コピー機、ファックス、スチール家具、木
製家具、机、いす、気象観測機器、電子計測器、計量器、文房具、教材、コ
ピー用紙、大型コンピュータ及び関連機器の販売

県内

丸文通商（株） 取締役社長 宮本　治郎 石川県金沢市松島1-40 金沢支店 理科医療機器類
MRI、CTスキャナ、人工透析装置、臨床検査機器、福祉機器、X線フィル
ム、ダイヤライザー、臨床検査試薬、放射線治療装置、環境計測機器、化
学分析機器等各種医療機器、理化学機器の卸売・保守・修理

県内

丸文通商（株） 取締役社長 宮本　治郎 石川県金沢市松島1-40 金沢支店 薬品類
MRI、CTスキャナ、人工透析装置、臨床検査機器、福祉機器、X線フィル
ム、ダイヤライザー、臨床検査試薬、放射線治療装置、環境計測機器、化
学分析機器等各種医療機器、理化学機器の卸売・保守・修理

県内

丸文通商（株） 取締役社長 宮本　治郎 石川県金沢市松島1-40 金沢支店 測量機器類
MRI、CTスキャナ、人工透析装置、臨床検査機器、福祉機器、X線フィル
ム、ダイヤライザー、臨床検査試薬、放射線治療装置、環境計測機器、化
学分析機器等各種医療機器、理化学機器の卸売・保守・修理

県内

丸文通商（株） 取締役社長 宮本　治郎 石川県金沢市松島1-40 金沢支店 リース・レンタル業類

MRI、CTスキャナ、人工透析装置、臨床検査機器、福祉機器、X線フィル
ム、ダイヤライザー、臨床検査試薬、放射線治療装置、環境計測機器、化
学分析機器等各種医療機器、理化学機器の卸売・保守・修理

県内

丸文通商（株） 取締役社長 宮本　治郎 石川県金沢市松島1-40 金沢支店 その他
MRI、CTスキャナ、人工透析装置、臨床検査機器、福祉機器、X線フィル
ム、ダイヤライザー、臨床検査試薬、放射線治療装置、環境計測機器、化
学分析機器等各種医療機器、理化学機器の卸売・保守・修理

県内

丸山工業（株） 代表取締役 丸山　清 石川県七尾市八幡町ち-52 看板・標識・保安用品類
視線誘導標、案内標識、保安用品、その他の看板や標識、車止め、公園遊
具等

県内

丸山工業（株） 代表取締役 丸山　清 石川県七尾市八幡町ち-52 運動具類
視線誘導標、案内標識、保安用品、その他の看板や標識、車止め、公園遊
具等

県内

丸和電業（株） 代表取締役 中西　英文 石川県金沢市松島町1-36 電気器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、発電機、電動
工具、パソコン及び関連機器、ランプ、照明器具類

県内

丸和電業（株） 代表取締役 中西　英文 石川県金沢市松島町1-36 機械器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、発電機、電動
工具、パソコン及び関連機器、ランプ、照明器具類

県内

丸和電業（株） 代表取締役 中西　英文 石川県金沢市松島町1-36 事務器具類
家庭電化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通信機器、発電機、電動
工具、パソコン及び関連機器、ランプ、照明器具類

県内

（有）三崎防災設備工業 代表取締役 奥濱　勇信 石川県珠洲市三崎町寺家子-190 消防用品類 消火器、消防ホース類、消火設備、災害用非常食、防災保安用品 県内

ミザック（株） 代表取締役 柾木　隆弘
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16
アクア堂島NBFタワー17階

その他
上下水道処理施設・ポンプ場・ゴミ処理施設・リサイクルセンター・し尿処理
施設・浄水場施設・その他水処理施設の運転維持管理

県外

ミズノスポーツサービス（株） 代表取締役 篠村　嘉将 大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35 その他 介護予防事業、スポーツ施設管理運営 県外

みずほ東芝リース（株） 代表取締役 丸山　伸一郎 東京都港区虎ノ門1-2-6 リース・レンタル業類
ＯＡ機器、情報システム機器、その他ＬＥＤ照明設備、空調設備等各種設備
機器総合リースレンタル業

県外

（株）ミタス 代表取締役 宮地　修平 福井県福井市問屋町4-901 金沢支店 理科医療機器類
医療機器（MR装置、CTスキャナ）結石粉砕装置、人工透析装置、ベッド、福
祉機器（介護用品、車椅子等）、理化学機器(顕微鏡、実験機器、各種分析
機器、実験台等）、医薬品、臨床検査試薬、衛生材料

県外

（株）ミタス 代表取締役 宮地　修平 福井県福井市問屋町4-901 金沢支店 薬品類
医療機器（MR装置、CTスキャナ）結石粉砕装置、人工透析装置、ベッド、福
祉機器（介護用品、車椅子等）、理化学機器(顕微鏡、実験機器、各種分析
機器、実験台等）、医薬品、臨床検査試薬、衛生材料

県外

三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13 コンピュータ関連業務類 ソフトウェア開発の請負業務・パッケージソフトウェアの開発 県外

三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13 印刷（一般）類 ソフトウェア開発の請負業務・パッケージソフトウェアの開発 県外

三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13 事務器具類 ソフトウェア開発の請負業務・パッケージソフトウェアの開発 県外

三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13 その他 ソフトウェア開発の請負業務・パッケージソフトウェアの開発 県外

三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13 リース・レンタル業類 ソフトウェア開発の請負業務・パッケージソフトウェアの開発 県外

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 情報システム事業部 事務器具類
サーバ、パソコン、ソフトウェア、ネットワーク機器、パッケージ等の販売、ソ
フトウェア開発、システム保守、ハウジングサービス

県内
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三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 情報システム事業部 コンピュータ関連業務類
サーバ、パソコン、ソフトウェア、ネットワーク機器、パッケージ等の販売、ソ
フトウェア開発、システム保守、ハウジングサービス

県内

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 情報システム事業部 リース・レンタル業類
サーバ、パソコン、ソフトウェア、ネットワーク機器、パッケージ等の販売、ソ
フトウェア開発、システム保守、ハウジングサービス

県内

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 情報システム事業部 その他
サーバ、パソコン、ソフトウェア、ネットワーク機器、パッケージ等の販売、ソ
フトウェア開発、システム保守、ハウジングサービス

県内

道端印刷 道端　由樹 輪島市河井町1-193-1 印刷（一般）類
頁物、パンフレット、ポスター、帳票、封筒（カラー、モノクロ等）、書籍、バア
リアブル印刷、ＰＯＰサイン、ノベルティ全般、ソフトウエア開発、インターネッ
トコンテンツの作成

市内

道端印刷 道端　由樹 輪島市河井町1-193-1 印刷（軽印刷）類
頁物、パンフレット、ポスター、帳票、封筒（カラー、モノクロ等）、書籍、バア
リアブル印刷、ＰＯＰサイン、ノベルティ全般、ソフトウエア開発、インターネッ
トコンテンツの作成

市内

道端印刷 道端　由樹 輪島市河井町1-193-1 コンピュータ関連業務類

頁物、パンフレット、ポスター、帳票、封筒（カラー、モノクロ等）、書籍、バア
リアブル印刷、ＰＯＰサイン、ノベルティ全般、ソフトウエア開発、インターネッ
トコンテンツの作成

市内

（株）道洋行 代表取締役 村本　宗一郎 石川県金沢市松島2-191 企画展示広告・映画・室内デザイン類
映像コンテンツ制作、ＴＶ番組制作、ＣＭ制作、ＶＰ（ビデオ・ＤＶＤ）制作、
ホームページ製作、Ｗｅｂ動画製作・撮影・オンライン配信

県内

（株）道洋行 代表取締役 村本　宗一郎 石川県金沢市松島2-191 コンピュータ関連業務類
映像コンテンツ制作、ＴＶ番組制作、ＣＭ制作、ＶＰ（ビデオ・ＤＶＤ）制作、
ホームページ製作、Ｗｅｂ動画製作・撮影・オンライン配信

県内

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 西野　敏哉 東京都港区芝浦1-2-3 リース・レンタル業類
情報通信機器、事務用機器、道路照明灯、商業機器、医療機器、建設機
械、建物等のリース

県外

三井住友ファイナンス＆リース（株） 代表取締役 橘　正喜 東京都千代田区丸の内1-3-2 リース・レンタル業類
建設・土木機械、情報関連機器、事務用機器、医療機器、車両、産業機械
設備、通信機器

県外

（株）三辻商店 三辻　敬 輪島市鳳至町畠田1-10 紙類
各種折箱、トレー、ラップ、紙製品、ポリ袋、ゴミ袋、洗剤、魚箱、イベント商
品、ガラス製品、陶器その他包装資材

市内

（株）三辻商店 三辻　敬 輪島市鳳至町畠田1-10 荒物類
各種折箱、トレー、ラップ、紙製品、ポリ袋、ゴミ袋、洗剤、魚箱、イベント商
品、ガラス製品、陶器その他包装資材

市内

（株）三辻商店 三辻　敬 輪島市鳳至町畠田1-10 印刷（軽印刷）類
各種折箱、トレー、ラップ、紙製品、ポリ袋、ゴミ袋、洗剤、魚箱、イベント商
品、ガラス製品、陶器その他包装資材

市内

（株）三辻商店 三辻　敬 輪島市鳳至町畠田1-10 文具類
各種折箱、トレー、ラップ、紙製品、ポリ袋、ゴミ袋、洗剤、魚箱、イベント商
品、ガラス製品、陶器その他包装資材

市内

（株）三辻商店 三辻　敬 輪島市鳳至町畠田1-10 百貨店
各種折箱、トレー、ラップ、紙製品、ポリ袋、ゴミ袋、洗剤、魚箱、イベント商
品、ガラス製品、陶器その他包装資材

市内

三菱電機（株） 代表取締役 杉山　武史 東京都千代田区丸の内2-7-3 北陸支社 電気器具類
映像ディスプレイ、無線機器、通信機器、監視カメラ、パソコン及び周辺機
器、サーバー

県外

三菱電機（株） 代表取締役 杉山　武史 東京都千代田区丸の内2-7-3 北陸支社 コンピュータ関連業務類
映像ディスプレイ、無線機器、通信機器、監視カメラ、パソコン及び周辺機
器、サーバー

県外

三菱電機クレジット（株） 代表取締役 深山　庸 東京都品川区大崎1-6-3 北陸支店 リース・レンタル業類

情報関連機器、事務用機器、医療機器、車両、産業機械設備、通信機器、
大型映像装置、セキュリティ関連機器、運転シミュレータ、駐車場管理シス
テム

県外

港交通（株） 代表取締役 坂井　昭夫 輪島市町野町粟蔵ニ字73-1 その他 スクールバス運行業務 市内

港タクシー（株） 代表取締役 樋田　栄作 輪島市河井町6-14-38 その他 小中学校のスクールバス及びスクールバスを使用しての部活 市内

宮﨑サービス 宮﨑　正博 輪島市横地町1-84-2 車両類
国産各種メーカーの新車・中古車の販売、車検整備、鈑金、修理及び自動
車部品の販売、取付等

市内

明星セメント（株） 代表取締役社長 高木　功 新潟県糸魚川市上刈7-1-1 糸魚川工場 不用品 処理委託を受けた廃棄物を、セメントの原燃料として有効に活用します 県外

（株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 東京都中央区銀座8-20-36 名古屋支店 事務器具類
選挙用関連機器・選挙用関連機材・選挙用関連ソフト・マイクロ写真、文書
類のスキャニング等デジタル化業務

県外

（株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 東京都中央区銀座8-20-36 名古屋支店 コンピュータ関連業務類
選挙用関連機器・選挙用関連機材・選挙用関連ソフト・マイクロ写真、文書
類のスキャニング等デジタル化業務

県外

（株）ムサシ 代表取締役 羽鳥　雅孝 東京都中央区銀座8-20-36 名古屋支店 写真類
選挙用関連機器・選挙用関連機材・選挙用関連ソフト・マイクロ写真、文書
類のスキャニング等デジタル化業務

県外

（株）無線放送設計事務所 代表取締役 川端　竜美 神奈川県横浜市中区相生町1-1　小原ビル 北陸事業所 その他 無線設備・ＣＡＴＶ設備の調査・設計・監理 県外

邑田商店 邑田　基子 輪島市新橋通8-2-18 薬品類
ポリ塩化アルミニウム　塩素　食器類　清掃用品　日用雑貨　白灯油　Ａ重
油　石油暖房器具　トイレットペーパー　厨房用品　消火器　消防ホース
災害緊急用品　家庭電化製品　漆器材料　陶器類　ギフト用品　エタノール

市内

邑田商店 邑田　基子 輪島市新橋通8-2-18 荒物類
ポリ塩化アルミニウム　塩素　食器類　清掃用品　日用雑貨　白灯油　Ａ重
油　石油暖房器具　トイレットペーパー　厨房用品　消火器　消防ホース
災害緊急用品　家庭電化製品　漆器材料　陶器類　ギフト用品　エタノール

市内

邑田商店 邑田　基子 輪島市新橋通8-2-18 燃料類
ポリ塩化アルミニウム　塩素　食器類　清掃用品　日用雑貨　白灯油　Ａ重
油　石油暖房器具　トイレットペーパー　厨房用品　消火器　消防ホース
災害緊急用品　家庭電化製品　漆器材料　陶器類　ギフト用品　エタノール

市内

邑田商店 邑田　基子 輪島市新橋通8-2-18 紙類
ポリ塩化アルミニウム　塩素　食器類　清掃用品　日用雑貨　白灯油　Ａ重
油　石油暖房器具　トイレットペーパー　厨房用品　消火器　消防ホース
災害緊急用品　家庭電化製品　漆器材料　陶器類　ギフト用品　エタノール

市内

邑田商店 邑田　基子 輪島市新橋通8-2-18 消防用品類
ポリ塩化アルミニウム　塩素　食器類　清掃用品　日用雑貨　白灯油　Ａ重
油　石油暖房器具　トイレットペーパー　厨房用品　消火器　消防ホース
災害緊急用品　家庭電化製品　漆器材料　陶器類　ギフト用品　エタノール

市内

室金物店 店主 室　泰永 輪島市河井町23-24 荒物類
金物、日用雑貨、清掃用品、電動工具等の機械器具、作業用工具、プロパ
ンガス、石油燃焼器具、発電機、ＬＰガス器具等の販売、設置、メンテナン
ス、焼却炉、トイレ等住宅設備機器の設置、点検、土のう袋等の消耗品

市内

室金物店 店主 室　泰永 輪島市河井町23-24 機械器具類
金物、日用雑貨、清掃用品、電動工具等の機械器具、作業用工具、プロパ
ンガス、石油燃焼器具、発電機、ＬＰガス器具等の販売、設置、メンテナン
ス、焼却炉、トイレ等住宅設備機器の設置、点検、土のう袋等の消耗品

市内

室金物店 店主 室　泰永 輪島市河井町23-24 電気器具類
金物、日用雑貨、清掃用品、電動工具等の機械器具、作業用工具、プロパ
ンガス、石油燃焼器具、発電機、ＬＰガス器具等の販売、設置、メンテナン
ス、焼却炉、トイレ等住宅設備機器の設置、点検、土のう袋等の消耗品

市内

室金物店 店主 室　泰永 輪島市河井町23-24 燃料類
金物、日用雑貨、清掃用品、電動工具等の機械器具、作業用工具、プロパ
ンガス、石油燃焼器具、発電機、ＬＰガス器具等の販売、設置、メンテナン
ス、焼却炉、トイレ等住宅設備機器の設置、点検、土のう袋等の消耗品

市内

室金物店 店主 室　泰永 輪島市河井町23-24 百貨店
金物、日用雑貨、清掃用品、電動工具等の機械器具、作業用工具、プロパ
ンガス、石油燃焼器具、発電機、ＬＰガス器具等の販売、設置、メンテナン
ス、焼却炉、トイレ等住宅設備機器の設置、点検、土のう袋等の消耗品

市内

明祥（株） 代表取締役 折本　健次 石川県金沢市無量寺町ハ1 七尾支店 薬品類
薬品類（医療用医薬品及び試薬類）　理科医療機器（医療機器、理化学機
器）　リース・レンタル業務（医療機器の賃貸）　ＳＰＤ業務委託

県内

明祥（株） 代表取締役 折本　健次 石川県金沢市無量寺町ハ1 七尾支店 理科医療機器類
薬品類（医療用医薬品及び試薬類）　理科医療機器（医療機器、理化学機
器）　リース・レンタル業務（医療機器の賃貸）　ＳＰＤ業務委託

県内
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明祥（株） 代表取締役 折本　健次 石川県金沢市無量寺町ハ1 七尾支店 リース・レンタル業類
薬品類（医療用医薬品及び試薬類）　理科医療機器（医療機器、理化学機
器）　リース・レンタル業務（医療機器の賃貸）　ＳＰＤ業務委託

県内

明祥（株） 代表取締役 折本　健次 石川県金沢市無量寺町ハ1 七尾支店 その他
薬品類（医療用医薬品及び試薬類）　理科医療機器（医療機器、理化学機
器）　リース・レンタル業務（医療機器の賃貸）　ＳＰＤ業務委託

県内

（株）明電エンジニアリング 取締役社長 栗原　克己 東京都品川区大崎3-7-9 北陸営業所 電気器具類 非常用発電設備、配電盤内部品他 県外

（株）明電エンジニアリング 取締役社長 栗原　克己 東京都品川区大崎3-7-9 北陸営業所 機械器具類 非常用発電設備、配電盤内部品他 県外

（株）明電エンジニアリング 取締役社長 栗原　克己 東京都品川区大崎3-7-9 北陸営業所 測量機器類 非常用発電設備、配電盤内部品他 県外

（株）明電エンジニアリング 取締役社長 栗原　克己 東京都品川区大崎3-7-9 北陸営業所 燃料類 非常用発電設備、配電盤内部品他 県外

（株）明宝ユニフォーム 代表取締役 宝達　伸也 石川県金沢市長田1-5-56 被服類
医療用白衣、食品用白衣、事務服、作業衣、学校給食衣、椅子カバー、染
物全般、縫製加工品一般等製造・販売。白衣等リース・レンタル

県内

（株）明宝ユニフォーム 代表取締役 宝達　伸也 石川県金沢市長田1-5-56 リース・レンタル業類
医療用白衣、食品用白衣、事務服、作業衣、学校給食衣、椅子カバー、染
物全般、縫製加工品一般等製造・販売。白衣等リース・レンタル

県内

名北ワード（株） 代表取締役 星川　俊輔 岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176 その他
速記・会議録作成、テープ起こし、会議録検索システム、議会映像配信シス
テム

県外

名北ワード（株） 代表取締役 星川　俊輔 岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176 コンピュータ関連業務類
速記・会議録作成、テープ起こし、会議録検索システム、議会映像配信シス
テム

県外

メタウォーター（株） 代表取締役社長 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部　中日本営業部 電気器具類
可変速装置、非常用電源装置、監視・制御装置、計測機器、計算機制御装
置、脱臭設備機械部品、水処理機械部品、汚泥処理機械部品、焼却機械
部品、水道用機械部品、ろ過砂、活性炭、工業薬品、凝集剤

県外

メタウォーター（株） 代表取締役社長 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部　中日本営業部 機械器具類
可変速装置、非常用電源装置、監視・制御装置、計測機器、計算機制御装
置、脱臭設備機械部品、水処理機械部品、汚泥処理機械部品、焼却機械
部品、水道用機械部品、ろ過砂、活性炭、工業薬品、凝集剤

県外

メタウォーター（株） 代表取締役社長 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部　中日本営業部 原材料類
可変速装置、非常用電源装置、監視・制御装置、計測機器、計算機制御装
置、脱臭設備機械部品、水処理機械部品、汚泥処理機械部品、焼却機械
部品、水道用機械部品、ろ過砂、活性炭、工業薬品、凝集剤

県外

メタウォーター（株） 代表取締役社長 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部　中日本営業部 測量機器類
可変速装置、非常用電源装置、監視・制御装置、計測機器、計算機制御装
置、脱臭設備機械部品、水処理機械部品、汚泥処理機械部品、焼却機械
部品、水道用機械部品、ろ過砂、活性炭、工業薬品、凝集剤

県外

メタウォーター（株） 代表取締役社長 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町1-25 営業本部　中日本営業部 薬品類
可変速装置、非常用電源装置、監視・制御装置、計測機器、計算機制御装
置、脱臭設備機械部品、水処理機械部品、汚泥処理機械部品、焼却機械
部品、水道用機械部品、ろ過砂、活性炭、工業薬品、凝集剤

県外

メディカルコア（株） 代表取締役 吉田　敏明 石川県金沢市西念3-1-5 理科医療機器類 主に整形外科及び外科領域における医療機器の販売 県内

（株）メディセオ 代表取締役 長福　恭弘 東京都中央区八重洲2-15 七尾支店 薬品類
医薬品、医薬部外品、試薬、医療用機械器具、衛生材料、医療用具、介護
用品等に関する総合卸売業

県外

（株）メディセオ 代表取締役 長福　恭弘 東京都中央区八重洲2-15 七尾支店 理科医療機器類
医薬品、医薬部外品、試薬、医療用機械器具、衛生材料、医療用具、介護
用品等に関する総合卸売業

県外

（株）メフォス 代表取締役 岡田　泰紀 東京都港区赤坂2-23-1 その他 給食調理等受託業務 県外

森造形センター（株） 代表取締役 玉置　隆紀 石川県小松市河田町ル43 その他 公園遊戯施設、学校遊戯施設保守点検業務 県内

（株）モリタ 代表取締役社長 尾形　和美 兵庫県三田市テクノパーク1-5 富山営業所 消防用品類 各種消防自動車、消防用資機材、救助用資機材 県外

森田茂伸商店 森田　敬 輪島市河井町19-1-16 不用品
ペットボトル　鉄屑　アルミ屑　銅屑　段ボール　新聞　雑誌　電線屑　真鍮
屑　ステンレス屑　家電リサイクル処分　業務用冷蔵庫処分　一般・産業廃
棄物の収集運搬の許可を受けており資源の回収

市内

（株）森田鉄工所 代表取締役 森田　昌明 埼玉県幸手市大字上吉羽2100-33 名古屋営業支店 原材料類
上下水道用バルブ・ゲート類（バタフライ弁・仕切弁・逆止弁・オート弁・制水
扉）

県外

森長電子（株） 代表取締役社長 斉田　儀一 石川県金沢市福増町南1195 電気器具類 高速回線避雷ユニットの製造及び販売 県内

（株）森谷建材 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市5-10 原材料類
サッシ、ガラス、セメント、左官用品、建築資材全般、バス、トイレ、バス、家
庭金物、ブロック、マックス等、タイル、トイ、パイプ

市内

（株）森谷建材 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市5-10 荒物類
サッシ、ガラス、セメント、左官用品、建築資材全般、バス、トイレ、バス、家
庭金物、ブロック、マックス等、タイル、トイ、パイプ

市内

（株）森谷建材 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市5-10 機械器具類
サッシ、ガラス、セメント、左官用品、建築資材全般、バス、トイレ、バス、家
庭金物、ブロック、マックス等、タイル、トイ、パイプ

市内

（株）森谷建材 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市5-10 薬品類
サッシ、ガラス、セメント、左官用品、建築資材全般、バス、トイレ、バス、家
庭金物、ブロック、マックス等、タイル、トイ、パイプ

市内

（株）森谷建材 代表取締役 森谷　幹夫 輪島市門前町本市5-10 種苗・水槽・動物
サッシ、ガラス、セメント、左官用品、建築資材全般、バス、トイレ、バス、家
庭金物、ブロック、マックス等、タイル、トイ、パイプ

市内

安田（株） 代表取締役 安田　哲哉 岐阜県岐阜市鶴田町3-24 金沢支店 原材料類 上下水道、土木用・農業用水用、衛生設備・空調整備資材・農業用水道 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 その他
ＰＦＩ導入可能性検討業務、小水力発電検討業務、再生可能エネルギー導
入検討・可能性検討業務、水循環業務

県外

（株）柳田庭園 代表取締役 竹口　太郎 石川県鳳珠郡能登町字五郎左エ門分桐部16番地 その他 造園管理 県内

（株）山一物産 代表取締役 山田　凱一 石川県金沢市湊4-22 荒物類
業務用清掃用品、ワックス、各種洗剤、業務用厨房用品、ホテル・旅館用
品、トイレットペーパー、ポリ袋、業務用日用品等々。レンタルマット、モッ
プ、香料、おいしい水クリクラ等々

県内

（株）山一物産 代表取締役 山田　凱一 石川県金沢市湊4-22 リース・レンタル業類

業務用清掃用品、ワックス、各種洗剤、業務用厨房用品、ホテル・旅館用
品、トイレットペーパー、ポリ袋、業務用日用品等々。レンタルマット、モッ
プ、香料、おいしい水クリクラ等々

県内

山形電器照明 山形　栄一 輪島市鳳至町堂金田59-17 電気器具類 家電製品等の修理、設置、取付 市内

ヤマグチ工芸社 山口　正行 輪島市門前町広瀬ホ-45-19 看板・標識・保安用品類 イベント看板、道路案内看板、工事看板　インクジェット加工 市内

（株）ヤマシタ 代表取締役 山下　竜一郎 輪島市稲舟町歌波9 荒物類 ごみ袋、清掃用品、食器類、衛生用紙 市内

（株）ヤマシタ 代表取締役 山下　竜一郎 輪島市稲舟町歌波9 紙類 ごみ袋、清掃用品、食器類、衛生用紙 市内

（株）ヤマシナ商事 代表取締役 米浜　剛 石川県金沢市窪6-233-1 家具類
スチール家具、木製家具、特注家具、椅子、机、図書館用品、複写機、印
刷機、シュレッダー、プリンタ、パソコン、丁合機、製本機、測量機、移動棚、
事務用機器、ＦＡＸ、文具、コピー用紙

県内

（株）ヤマシナ商事 代表取締役 米浜　剛 石川県金沢市窪6-233-1 事務器具類
スチール家具、木製家具、特注家具、椅子、机、図書館用品、複写機、印
刷機、シュレッダー、プリンタ、パソコン、丁合機、製本機、測量機、移動棚、
事務用機器、ＦＡＸ、文具、コピー用紙

県内

（株）ヤマシナ商事 代表取締役 米浜　剛 石川県金沢市窪6-233-1 測量機器類
スチール家具、木製家具、特注家具、椅子、机、図書館用品、複写機、印
刷機、シュレッダー、プリンタ、パソコン、丁合機、製本機、測量機、移動棚、
事務用機器、ＦＡＸ、文具、コピー用紙

県内

（株）ヤマシナ商事 代表取締役 米浜　剛 石川県金沢市窪6-233-1 電気器具類
スチール家具、木製家具、特注家具、椅子、机、図書館用品、複写機、印
刷機、シュレッダー、プリンタ、パソコン、丁合機、製本機、測量機、移動棚、
事務用機器、ＦＡＸ、文具、コピー用紙

県内

（株）ヤマシナ商事 代表取締役 米浜　剛 石川県金沢市窪6-233-1 リース・レンタル業類

スチール家具、木製家具、特注家具、椅子、机、図書館用品、複写機、印
刷機、シュレッダー、プリンタ、パソコン、丁合機、製本機、測量機、移動棚、
事務用機器、ＦＡＸ、文具、コピー用紙

県内

（株）大和速記情報センター 代表取締役 津田　健司 東京都港区新橋5-13-1 北陸営業所 その他
会議録作成・会議録検索システム・議会映像配信システム・音声認識シス
テム

県外
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（株）大和速記情報センター 代表取締役 津田　健司 東京都港区新橋5-13-1 北陸営業所 コンピュータ関連業務類
会議録作成・会議録検索システム・議会映像配信システム・音声認識シス
テム

県外

ヤマハサウンドシステム（株） 代表取締役社長 武田　信次郎 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 名古屋営業所 電気器具類
三点吊マイク装置・プロオーディオ機器・舞台用インターカム装置・録音再
生機器・スピーカー・マイクロホン・その他ホール音響用周辺機器

県外

山本造林（有） 代表取締役 山本　秀夫 輪島市門前町東大町イ124 その他
間伐、植林、草刈り、枝打ち、森林作業道開設及び保守管理等の森林施業
及び丸太の搬出、販売

市内

（株）雄伸 代表取締役 市川　伊三武 石川県金沢市京町10-33 機械器具類 厨房機器類・食器類 県内

ＵＤトラックス（株） 代表取締役 酒巻　孝光 埼玉県上尾市大字1-1 金沢カスタマーセンター 車両類
大型・中型・小型トラック及び特装車両（除雪車）の販売。トラック・特装車両
に関する補給部品、油脂類の販売及び車検・点検・整備。

県外

（株）ヨシカワ 代表取締役 吉川　義一 石川県金沢市北安江3-1-33 輪島営業所 リース・レンタル業類
建設機械器具一式のレンタル・販売・修理、林業機械のレンタル・販売、特
殊車両のレンタル・販売、保安用品のレンタル

県内

（株）ヨシカワ 代表取締役 吉川　義一 石川県金沢市北安江3-1-33 輪島営業所 機械器具類
建設機械器具一式のレンタル・販売・修理、林業機械のレンタル・販売、特
殊車両のレンタル・販売、保安用品のレンタル

県内

（株）ヨシカワ 代表取締役 吉川　義一 石川県金沢市北安江3-1-33 輪島営業所 車両類
建設機械器具一式のレンタル・販売・修理、林業機械のレンタル・販売、特
殊車両のレンタル・販売、保安用品のレンタル

県内

（株）ヨシカワ 代表取締役 吉川　義一 石川県金沢市北安江3-1-33 輪島営業所 測量機器類
建設機械器具一式のレンタル・販売・修理、林業機械のレンタル・販売、特
殊車両のレンタル・販売、保安用品のレンタル

県内

（株）ヨシカワ 代表取締役 吉川　義一 石川県金沢市北安江3-1-33 輪島営業所 看板・標識・保安用品類
建設機械器具一式のレンタル・販売・修理、林業機械のレンタル・販売、特
殊車両のレンタル・販売、保安用品のレンタル

県内

ヨシダ印刷（株） 代表取締役社長 吉田　克也 石川県金沢市御影町19-1 印刷（一般）類
各種印刷物の企画・制作、編集、印刷、加工。各種デジタルメディアの企
画・制作、システム・プログラム開発。販促物の企画・制作。各種ダンボー
ル、パッケージ・包装資材。印刷用紙

県内

ヨシダ印刷（株） 代表取締役社長 吉田　克也 石川県金沢市御影町19-1 印刷（軽印刷）類
各種印刷物の企画・制作、編集、印刷、加工。各種デジタルメディアの企
画・制作、システム・プログラム開発。販促物の企画・制作。各種ダンボー
ル、パッケージ・包装資材。印刷用紙

県内

ヨシダ印刷（株） 代表取締役社長 吉田　克也 石川県金沢市御影町19-1 紙類
各種印刷物の企画・制作、編集、印刷、加工。各種デジタルメディアの企
画・制作、システム・プログラム開発。販促物の企画・制作。各種ダンボー
ル、パッケージ・包装資材。印刷用紙

県内

ヨシダ印刷（株） 代表取締役社長 吉田　克也 石川県金沢市御影町19-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類

各種印刷物の企画・制作、編集、印刷、加工。各種デジタルメディアの企
画・制作、システム・プログラム開発。販促物の企画・制作。各種ダンボー
ル、パッケージ・包装資材。印刷用紙

県内

ヨシダ印刷（株） 代表取締役社長 吉田　克也 石川県金沢市御影町19-1 コンピュータ関連業務類

各種印刷物の企画・制作、編集、印刷、加工。各種デジタルメディアの企
画・制作、システム・プログラム開発。販促物の企画・制作。各種ダンボー
ル、パッケージ・包装資材。印刷用紙

県内

ヨシダ宣伝（株） 代表取締役 松井　渉 石川県金沢市中央通町1-22 看板・標識・保安用品類

看板・懸垂幕・交通標識・道路標識、イベント企画運営、TV・ラジオ・新聞広
告の企画制作、模型作成、DVD作成、バスラッピング広告のデザイン・作
成、特注家具、カウンター、展示用什器、カーペット

県内

ヨシダ宣伝（株） 代表取締役 松井　渉 石川県金沢市中央通町1-22 企画展示広告・映画・室内デザイン類

看板・懸垂幕・交通標識・道路標識、イベント企画運営、TV・ラジオ・新聞広
告の企画制作、模型作成、DVD作成、バスラッピング広告のデザイン・作
成、特注家具、カウンター、展示用什器、カーペット

県内

ヨシダ宣伝（株） 代表取締役 松井　渉 石川県金沢市中央通町1-22 家具類
看板・懸垂幕・交通標識・道路標識、イベント企画運営、TV・ラジオ・新聞広
告の企画制作、模型作成、DVD作成、バスラッピング広告のデザイン・作
成、特注家具、カウンター、展示用什器、カーペット

県内

ヨシダ宣伝（株） 代表取締役 松井　渉 石川県金沢市中央通町1-22 印刷（軽印刷）類
看板・懸垂幕・交通標識・道路標識、イベント企画運営、TV・ラジオ・新聞広
告の企画制作、模型作成、DVD作成、バスラッピング広告のデザイン・作
成、特注家具、カウンター、展示用什器、カーペット

県内

ヨシダ宣伝（株） 代表取締役 松井　渉 石川県金沢市中央通町1-22 印刷（一般）類
看板・懸垂幕・交通標識・道路標識、イベント企画運営、TV・ラジオ・新聞広
告の企画制作、模型作成、DVD作成、バスラッピング広告のデザイン・作
成、特注家具、カウンター、展示用什器、カーペット

県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 電気器具類
家庭電化製品、音響製品、映像装置、無線機、発電機、電動工具、電線
類、照明器具、ランプ、蓄電池、避雷器、表示標識、保安用品、消火器、避
難器具、救助資機材、消防ホース類、災害緊急用品、賃貸（電気機器等）

県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 機械器具類
家庭電化製品、音響製品、映像装置、無線機、発電機、電動工具、電線
類、照明器具、ランプ、蓄電池、避雷器、表示標識、保安用品、消火器、避
難器具、救助資機材、消防ホース類、災害緊急用品、賃貸（電気機器等）

県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 原材料類
家庭電化製品、音響製品、映像装置、無線機、発電機、電動工具、電線
類、照明器具、ランプ、蓄電池、避雷器、表示標識、保安用品、消火器、避
難器具、救助資機材、消防ホース類、災害緊急用品、賃貸（電気機器等）

県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 看板・標識・保安用品類

家庭電化製品、音響製品、映像装置、無線機、発電機、電動工具、電線
類、照明器具、ランプ、蓄電池、避雷器、表示標識、保安用品、消火器、避
難器具、救助資機材、消防ホース類、災害緊急用品、賃貸（電気機器等）

県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 消防用品類
家庭電化製品、音響製品、映像装置、無線機、発電機、電動工具、電線
類、照明器具、ランプ、蓄電池、避雷器、表示標識、保安用品、消火器、避
難器具、救助資機材、消防ホース類、災害緊急用品、賃貸（電気機器等）

県内

弁護士法人ライズ綜合法律事務所 代表社員 田中　泰雄 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-1　ミナトビル5F その他 債権回収業務委託 県外

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子
東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

印刷（一般）類
国民健康保険、介護保険、健康づくり、消費生活、交通安全、防犯対策関
連の冊子、パンフ等の印刷。同出版物の企画、制作。記念品・啓発用商
品、健康関連商品。万歩計・歩数計、その他スポーツ商品全般。

県外

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子
東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

印刷（軽印刷）類
国民健康保険、介護保険、健康づくり、消費生活、交通安全、防犯対策関
連の冊子、パンフ等の印刷。同出版物の企画、制作。記念品・啓発用商
品、健康関連商品。万歩計・歩数計、その他スポーツ商品全般。

県外

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子
東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

文具類
国民健康保険、介護保険、健康づくり、消費生活、交通安全、防犯対策関
連の冊子、パンフ等の印刷。同出版物の企画、制作。記念品・啓発用商
品、健康関連商品。万歩計・歩数計、その他スポーツ商品全般。

県外

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子
東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

時計・漆器・工芸類
国民健康保険、介護保険、健康づくり、消費生活、交通安全、防犯対策関
連の冊子、パンフ等の印刷。同出版物の企画、制作。記念品・啓発用商
品、健康関連商品。万歩計・歩数計、その他スポーツ商品全般。

県外

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子
東京都千代田区飯田橋2-1-4
日東九段ビル6階

運動具類
国民健康保険、介護保険、健康づくり、消費生活、交通安全、防犯対策関
連の冊子、パンフ等の印刷。同出版物の企画、制作。記念品・啓発用商
品、健康関連商品。万歩計・歩数計、その他スポーツ商品全般。

県外

（株）ライブステージ 代表取締役 古林　恒明 石川県金沢市諸江町中丁507-1 企画展示広告・映画・室内デザイン類

イベント会場設営（テント・長机・椅子・仮設舞台ほか備品）・運営、式典・シ
ンポジウム等舞台制作及び進行、ラジオ番組制作、歌手・タレント・講師手
配、司会者手配等イベントに係わる業務全般

県内

（株）ライブステージ 代表取締役 古林　恒明 石川県金沢市諸江町中丁507-1 印刷（軽印刷）類
イベント会場設営（テント・長机・椅子・仮設舞台ほか備品）・運営、式典・シ
ンポジウム等舞台制作及び進行、ラジオ番組制作、歌手・タレント・講師手
配、司会者手配等イベントに係わる業務全般

県内

（株）ライブステージ 代表取締役 古林　恒明 石川県金沢市諸江町中丁507-1 電気器具類
イベント会場設営（テント・長机・椅子・仮設舞台ほか備品）・運営、式典・シ
ンポジウム等舞台制作及び進行、ラジオ番組制作、歌手・タレント・講師手
配、司会者手配等イベントに係わる業務全般

県内
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（株）ライブステージ 代表取締役 古林　恒明 石川県金沢市諸江町中丁507-1 被服類
イベント会場設営（テント・長机・椅子・仮設舞台ほか備品）・運営、式典・シ
ンポジウム等舞台制作及び進行、ラジオ番組制作、歌手・タレント・講師手
配、司会者手配等イベントに係わる業務全般

県内

（株）ライブステージ 代表取締役 古林　恒明 石川県金沢市諸江町中丁507-1 看板・標識・保安用品類

イベント会場設営（テント・長机・椅子・仮設舞台ほか備品）・運営、式典・シ
ンポジウム等舞台制作及び進行、ラジオ番組制作、歌手・タレント・講師手
配、司会者手配等イベントに係わる業務全般

県内

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 企画展示広告・映画・室内デザイン類

地域と住民と共にとりくむ地方活性化業務コープレイヤー、政策企画部門、
各種政策部門（都市・住宅・交通・産業・環境・福祉等）、施設部門、市民協
働部門

県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 その他
地域と住民と共にとりくむ地方活性化業務コープレイヤー、政策企画部門、
各種政策部門（都市・住宅・交通・産業・環境・福祉等）、施設部門、市民協
働部門

県外

（株）リクルート 代表取締役社長 北村　吉弘 東京都千代田区丸の内1-9-2 企画展示広告・映画・室内デザイン類

雑誌・ネットの公告企画作成、市場調査等の各種調査、各種イベントやセミ
ナー等の企画・運営、観光客誘致の計画策定等、人材採用斡旋事業、観
光情報雑誌の企画・編集、観光PV等の企画制作、オンライン学習教材提
供

県外

（株）リクルート 代表取締役社長 北村　吉弘 東京都千代田区丸の内1-9-2 コンピュータ関連業務類

雑誌・ネットの公告企画作成、市場調査等の各種調査、各種イベントやセミ
ナー等の企画・運営、観光客誘致の計画策定等、人材採用斡旋事業、観
光情報雑誌の企画・編集、観光PV等の企画制作、オンライン学習教材提
供

県外

（株）リクルート 代表取締役社長 北村　吉弘 東京都千代田区丸の内1-9-2 その他

雑誌・ネットの公告企画作成、市場調査等の各種調査、各種イベントやセミ
ナー等の企画・運営、観光客誘致の計画策定等、人材採用斡旋事業、観
光情報雑誌の企画・編集、観光PV等の企画制作、オンライン学習教材提
供

県外

（株）リクルートライフスタイル 代表取締役社長 淺野　健 東京都千代田区丸の内1-9-2 企画展示広告・映画・室内デザイン類

雑誌媒体・ネット広告の企画・作成、ＧＡＰ調査・ＧＰＳ調査、コンサルティン
グ業務、アプリの企画・開発、Facebookページ作成、イベントツアーの企画・
運営、印刷物の企画・編集、研修業務

県外

（株）リクルートライフスタイル 代表取締役社長 淺野　健 東京都千代田区丸の内1-9-2 コンピュータ関連業務類

雑誌媒体・ネット広告の企画・作成、ＧＡＰ調査・ＧＰＳ調査、コンサルティン
グ業務、アプリの企画・開発、Facebookページ作成、イベントツアーの企画・
運営、印刷物の企画・編集、研修業務

県外

（株）リクルートライフスタイル 代表取締役社長 淺野　健 東京都千代田区丸の内1-9-2 その他
雑誌媒体・ネット広告の企画・作成、ＧＡＰ調査・ＧＰＳ調査、コンサルティン
グ業務、アプリの企画・開発、Facebookページ作成、イベントツアーの企画・
運営、印刷物の企画・編集、研修業務

県外

リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 東京都港区芝3-8-2 石川支社　石川営業部 事務器具類
リコーOA機器商品群、通信機器、コンピュータとその周辺機器の販売。オ
フィスの生産性向上のためのデジタルサービスのソリューションの提供と機
器の提供。上記の記載機器の賃貸借。

県外

リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 東京都港区芝3-8-2 石川支社　石川営業部 コンピュータ関連業務類

リコーOA機器商品群、通信機器、コンピュータとその周辺機器の販売。オ
フィスの生産性向上のためのデジタルサービスのソリューションの提供と機
器の提供。上記の記載機器の賃貸借。

県外

リコージャパン（株） 代表取締役 坂主　智弘 東京都港区芝3-8-2 石川支社　石川営業部 リース・レンタル業類

リコーOA機器商品群、通信機器、コンピュータとその周辺機器の販売。オ
フィスの生産性向上のためのデジタルサービスのソリューションの提供と機
器の提供。上記の記載機器の賃貸借。

県外

リコーリース（株） 代表取締役 中村　徳晴 東京都千代田区紀尾井町4-1 中部支社 リース・レンタル業類 情報関連機器、事務用機器、医療機器、車両、通信機器などの賃貸 県外

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 コンピュータ関連業務類

航空写真・地図調製・防災マップ作成・管内図や都市計画図等の地形図印
刷・三次元データ・GISシステムデータ作成・データベース化による台帳整
備・UAV運行撮影・発掘調査・遺物整理・報告書作成・各種調査計測

県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 印刷（一般）類
航空写真・地図調製・防災マップ作成・管内図や都市計画図等の地形図印
刷・三次元データ・GISシステムデータ作成・データベース化による台帳整
備・UAV運行撮影・発掘調査・遺物整理・報告書作成・各種調査計測

県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 写真類
航空写真・地図調製・防災マップ作成・管内図や都市計画図等の地形図印
刷・三次元データ・GISシステムデータ作成・データベース化による台帳整
備・UAV運行撮影・発掘調査・遺物整理・報告書作成・各種調査計測

県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 その他
航空写真・地図調製・防災マップ作成・管内図や都市計画図等の地形図印
刷・三次元データ・GISシステムデータ作成・データベース化による台帳整
備・UAV運行撮影・発掘調査・遺物整理・報告書作成・各種調査計測

県内

理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 東京都港区芝5-34-7 理想金沢支店 事務器具類
デジタル事務用印刷機「リソグラフ」およびマスター、インク　フルカラープリ
ンター「オルフィス」及びインク　印刷用紙、周辺機器（紙折機、丁合機、製
本機、断裁機等）の販売

県外

理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 東京都港区芝5-34-7 理想金沢支店 紙類
デジタル事務用印刷機「リソグラフ」およびマスター、インク　フルカラープリ
ンター「オルフィス」及びインク　印刷用紙、周辺機器（紙折機、丁合機、製
本機、断裁機等）の販売

県外

理想科学工業（株） 代表取締役社長 羽山　明 東京都港区芝5-34-7 理想金沢支店 リース・レンタル業類

デジタル事務用印刷機「リソグラフ」およびマスター、インク　フルカラープリ
ンター「オルフィス」及びインク　印刷用紙、周辺機器（紙折機、丁合機、製
本機、断裁機等）の販売

県外

（株）レパスト 代表取締役 西　剛平 東京都中央区銀座7-13-8 その他 病院・福祉施設・学校・保育園・寮・庁舎の食堂等の給食調理業務 県外

ワールドウォーターバッグ（株） 代表取締役 中村　俊夫 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23 消防用品類 非常用飲料水袋（個人水道）６ℓ用 県外

輪島タクシー（株） 代表取締役 町元　和夫 輪島市河井町19-1-6 その他 旅客運送業 市内

輪島みい観光 代表者 松浦　時雄 輪島市山岸町い15-1 その他 スクールバス運行管理業務 市内

ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井出町大字多賀小字臼塚12-2 金沢営業所 リース・レンタル業類

寝具類・患者衣・白衣等の販売、リース及びクリーニング、ナースシューズ
の販売、ベッド・マットレス・福祉機器・介護用品・車椅子の販売、紙オムツ・
衛生用紙の販売。

県外

ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井出町大字多賀小字臼塚12-2 金沢営業所 その他
寝具類・患者衣・白衣等の販売、リース及びクリーニング、ナースシューズ
の販売、ベッド・マットレス・福祉機器・介護用品・車椅子の販売、紙オムツ・
衛生用紙の販売。

県外

ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井出町大字多賀小字臼塚12-2 金沢営業所 被服類
寝具類・患者衣・白衣等の販売、リース及びクリーニング、ナースシューズ
の販売、ベッド・マットレス・福祉機器・介護用品・車椅子の販売、紙オムツ・
衛生用紙の販売。

県外

ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井出町大字多賀小字臼塚12-2 金沢営業所 理科医療機器類
寝具類・患者衣・白衣等の販売、リース及びクリーニング、ナースシューズ
の販売、ベッド・マットレス・福祉機器・介護用品・車椅子の販売、紙オムツ・
衛生用紙の販売。

県外

ワタキューセイモア（株） 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井出町大字多賀小字臼塚12-2 金沢営業所 紙類
寝具類・患者衣・白衣等の販売、リース及びクリーニング、ナースシューズ
の販売、ベッド・マットレス・福祉機器・介護用品・車椅子の販売、紙オムツ・
衛生用紙の販売。

県外


