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業者番号

地域要
件

6414073500

（市内）

（株）アークシステムズ

高松市太田下町２４３１－６

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414073500

（市内）

（株）アークシステムズ

高松市太田下町２４３１－６

29 消防・防災用具類

2904 消火器(剤)

6414073500

（市内）

（株）アークシステムズ

高松市太田下町２４３１－６

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6420967600

（市外）

（有）アース

神戸市長田区四番町６丁目１－２

89 提供

6414516100

（市外）

（株）アート

羽曳野市蔵之内５８３－１

6414036000

（市内）

（株）アートオフィス花園

6414036000

（市内）

6414721600

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

通信・放送設備の保守

7512 点検

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

その他の業務委託・役

89 提供

その他の業務委託・役務の

8905 人材派遣

8999 務の提供

高松市木太町１９６０－１４

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

（株）アートオフィス花園

高松市木太町１９６０－１４

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

（市外）

（有）アート教材

さぬき市昭和３０６２ー２

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0105 卓上事務用品

0199 その他の文具類

6414721600

（市外）

（有）アート教材

さぬき市昭和３０６２ー２

08 学校教材類

0801 教育教材

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

6414653700

（市外）

（株）アーバントラフィックエンジニアリング 広島事
務所

広島市中区三川町７－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414653700

（市外）

（株）アーバントラフィックエンジニアリング 広島事
務所

広島市中区三川町７－７

79 情報・通信

7905 データ処理

6414176600

（市外）

（株）ＲＳＫプロビジョン

岡山市北区内山下１丁目１－５

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414176600

（市外）

（株）ＲＳＫプロビジョン

岡山市北区内山下１丁目１－５

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

08 学校教材類

0803 視聴覚教育機器

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

その他の業務委託・役

22 視聴覚機器類
6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

77 警備・受付

7799 その他の警備・受付

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

6414099700

（市内）

アールエヌシーパック（株）

高松市栗林町一丁目１－１８

89 提供

8904 筆耕

8999 務の提供

6414722700

（市外）

（株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス

熊本市中央区九品寺１－５－１１

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

6414722700

（市外）

（株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス

熊本市中央区九品寺１－５－１１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414105600

（市内）

（株）アール・シー・エス

高松市錦町二丁目２－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414105600

（市内）

（株）アール・シー・エス

高松市錦町二丁目２－１７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6416931600

（市外）

アールシースタッフ（株）

西宮市江上町１－２

89 提供

8905 人材派遣

6414699800

（市内）

（株）アールシステム

高松市室町１９０７ー３６

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6420943600

（市内）

Ｒ－Ｖｉｓｉｏｎ ＳＨＩＰ（株）

高松市木太町５１０９－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420943600

（市内）

Ｒ－Ｖｉｓｉｏｎ ＳＨＩＰ（株）

高松市木太町５１０９－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6420943600

（市内）

Ｒ－Ｖｉｓｉｏｎ ＳＨＩＰ（株）

高松市木太町５１０９－３

80 企画・制作

8004 イベント

6420943600

（市内）

Ｒ－Ｖｉｓｉｏｎ ＳＨＩＰ（株）

高松市木太町５１０９－３

82 医療

8203 医療検査

6421262300

（市外）

（株）アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町４２２１－１３

08 学校教材類

0801 教育教材

6421262300

（市外）

（株）アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町４２２１－１３

10 図書類

1001 書籍

6421262300

（市外）

（株）アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町４２２１－１３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421262300

（市外）

（株）アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町４２２１－１３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理 7906 計算業務

6421262300

（市外）

（株）アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町４２２１－１３

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8007 写真撮影・製図

6414171700

（市内）

（株）アイ・ティー・シー

高松市上林町３０９－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414171700

（市内）

（株）アイ・ティー・シー

高松市上林町３０９－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

通信・放送設備の保守

その他の業務委託・役
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業者番号

地域要
件

6414171700

（市内）

（株）アイ・ティー・シー

高松市上林町３０９－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414171700

（市内）

（株）アイ・ティー・シー

高松市上林町３０９－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7999 その他の情報・通信

6414171700

（市内）

（株）アイ・ティー・シー

高松市上林町３０９－１

89 提供

8999 務の提供

6414536200

（市外）

（株）アイヴィジット

渋谷区代々木２－２－１

77 警備・受付

7703 受付

6414536200

（市外）

（株）アイヴィジット

渋谷区代々木２－２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414536200

（市外）

（株）アイヴィジット

渋谷区代々木２－２－１

79 情報・通信

7906 計算業務

6414536200

（市外）

（株）アイヴィジット

渋谷区代々木２－２－１

80 企画・制作

8004 イベント

6414536200

（市外）

（株）アイヴィジット

渋谷区代々木２－２－１

89 提供

8905 人材派遣

高松市城東町２－４－１５

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414709700

商号又は名称

（準市内） ＩＨＩ運搬機械（株） 高松サービスセンター

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

愛建電工（株） インフラシステム事業部

松山市南吉田町２７９８－６７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6421160100

（市外）

愛建電工（株） インフラシステム事業部

松山市南吉田町２７９８－６７

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6421160100

（市外）

愛建電工（株） インフラシステム事業部

松山市南吉田町２７９８－６７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6421160100

（市外）

愛建電工（株） インフラシステム事業部

松山市南吉田町２７９８－６７

89 提供

8909 納

6414369500

（市内）

（株）アイコー印刷

高松市林町１３１８－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414369500

（市内）

（株）アイコー印刷

高松市林町１３１８－１

43 印刷(その他)

4301 ル

6414369500

（市内）

（株）アイコー印刷

高松市林町１３１８－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414369500

（市内）

（株）アイコー印刷

高松市林町１３１８－１

80 企画・制作

8004 イベント

水道メータ検針・料金収

ステッカー・シール・ラベ

（準市内） アイコム（株） 四国営業所

高松市藤塚町３－１９－４３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414132600

（準市内） アイコム（株） 四国営業所

高松市藤塚町３－１９－４３

21 電気機器類

2106 無線機

8999 務の提供

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

4303 製本

4305 封筒印刷

8006 デザイン

6414318300

（市外）

（株）ＩＪＣ

今治市天保山町二丁目５－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414318300

（市外）

（株）ＩＪＣ

今治市天保山町二丁目５－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414697100

（市内）

愛水工業（株）

高松市岡本町１６２３ー２

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414076200

（準市内） 愛知時計電機（株） 高松営業所

高松市磨屋町４－３

27 理化学機器類

2706 工業計器

6414076200

（準市内） 愛知時計電機（株） 高松営業所

高松市磨屋町４－３

61 製造の請負

6101 水道用資材

2799 その他の理化学機器類

6416843600

（市内）

（有）アイティエスコーポレーション

高松市上天神町６５４－１－１０５

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

6416843600

（市内）

（有）アイティエスコーポレーション

高松市上天神町６５４－１－１０５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

6414521400

（市外）

ＩＴＳトレーディング（株）

江東区塩浜１－４－３３－７３８

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414521400

（市外）

ＩＴＳトレーディング（株）

江東区塩浜１－４－３３－７３８

89 提供

8999 務の提供

6417107900

（市外）

（株）アイティフォー

千代田区一番町２１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417107900

（市外）

（株）アイティフォー

千代田区一番町２１

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2199 その他の電気機器類

6417107900

（市外）

（株）アイティフォー

千代田区一番町２１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6417107900

（市外）

（株）アイティフォー

千代田区一番町２１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6417107900

（市外）

（株）アイティフォー

千代田区一番町２１

89 提供

8905 人材派遣

8908 債権回収

7399 その他の建物管理

（準市内） アイテック（株） 四国支店

高松市朝日町５－４－１８

73 建物管理

6414238400

（準市内） アイテック（株） 四国支店

高松市朝日町５－４－１８

89 提供

8999 務の提供

徳島市東沖洲１－７

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6421165500

（市外）

（株）アイデル

7304 建築物ねずみ害虫駆除

その他の業務委託・役

6414238400

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

8909 納

水道メータ検針・料金収

6414132600

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の建築設備の保

（市外）

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の業務委託・役

6421160100

その他の業務委託・役務の

営業種目２

その他の業務委託・役

3104 たれ幕

3105 テント

4399 その他の印刷(その他)

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８
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6421165500

（市外）

（株）アイデル

徳島市東沖洲１－７

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6421165500

（市外）

（株）アイデル

徳島市東沖洲１－７

80 企画・制作

8001 広告・広報

6421158800

（市内）

（株）アイネクスト アイネクスト高松

高松市木太町１１３０－３

89 提供

8907 損害保険

6416921600

（市外）

（株）アイネス 中国支社

広島市東区若草町９－７

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

6416921600

（市外）

（株）アイネス 中国支社

広島市東区若草町９－７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6416921600

（市外）

（株）アイネス 中国支社

広島市東区若草町９－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

高松市磨屋町３－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6417147600

商号又は名称

（準市内） ＩＢＪＬ東芝リース（株） 四国営業所

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

8005 各種講習

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

7199 ス

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

（株）アイホー 四国営業所

四国中央市三島中央二丁目１２－１３

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

6414101400

（市内）

（株）アイモス

高松市郷東町７９２－９

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414101400

（市内）

（株）アイモス

高松市郷東町７９２－９

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン
0899 その他の学校教材類

高松市昭和町２－１６－８

08 学校教材類

0801 教育教材

6414704200

（準市内） （株）青葉教育社 高松営業所

高松市昭和町２－１６－８

10 図書類

1001 書籍

営業種目５

8004 イベント

（市外）

（準市内） （株）青葉教育社 高松営業所

営業種目４

8003 映画・ビデオ

6420509600

6414704200

営業種目３

8006 デザイン

営業種目６

営業種目７

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

営業種目８

その他のレンタル・リー

6414983600

（市内）

青葉工業（株）

高松市林町４７５－１

78 調査・測定

7802 環境測定

6414036200

（市内）

（株）青柳

高松市福岡町二丁目５－７

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414036200

（市内）

（株）青柳

高松市福岡町二丁目５－７

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414036200

（市内）

（株）青柳

高松市福岡町二丁目５－７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

6414036200

（市内）

（株）青柳

高松市福岡町二丁目５－７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414144600

（市内）

アカシ工具（株）

高松市井口町７－９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

2405 建設用機械器具

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414144600

（市内）

アカシ工具（株）

高松市井口町７－９

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2503 溶接器具

2504 塗装用品

2505 建物修繕用消耗品

2588 修繕

2599 用品類

6414677600

（市内）

（株）アカデミック高松

高松市円座町９１９－１

33 贈答

3304 工芸品

工具・塗装等用品類の

その他の工具・塗装等

6414036300

（準市内） アカマツ（株） 高松営業所

高松市林町２５７０ー５

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414036300

（準市内） アカマツ（株） 高松営業所

高松市林町２５７０ー５

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414036300

（準市内） アカマツ（株） 高松営業所

高松市林町２５７０ー５

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414036400

（市内）

赤松事務機（株）

高松市塩上町１－７－１３

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414036400

（市内）

赤松事務機（株）

高松市塩上町１－７－１３

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414036500

（市内）

（株）赤松商店

高松市林町２５７０－５

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414036500

（市内）

（株）赤松商店

高松市林町２５７０－５

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

6414036500

（市内）

（株）赤松商店

高松市林町２５７０－５

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

6414036500

（市内）

（株）赤松商店

高松市林町２５７０－５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6416645700

（市内）

アクアクリエイティブ（株）

高松市東ハゼ町１５－７

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

6414099800

（市内）

（株）アクシス

高松市錦町一丁目２３－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414810800

（市内）

（株）アクセス

高松市伏石町２１２５－１１

89 提供

8905 人材派遣
7102 建材・資材

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

7109 電気通信機器

0402 ゴム印

0403 公印

その他の業務委託・役務の

6417939600

（準市内） （株）アクティオ 高松営業所

高松市田村町５４０

71 レンタル・リース

7101 車両

6417939600

（準市内） （株）アクティオ 高松営業所

高松市田村町５４０

81 運搬・保管

8199 その他の運搬・保管

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

6417733600

（市外）

（株）アゲイン・テック

浜松市北区引佐町奥山６５３－１５０

89 提供

8999 務の提供

6414670000

（市内）

朝国万象堂

高松市瓦町一丁目４－２

04 印章類

0401 回転印

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414680400

（市内）

（有）朝倉商会

高松市鹿角町７１５－５

51 買受

5101 金属屑

6414704800

（市外）

（有）アサノ設備 大洲支店

大洲市北只５９２－１

83 機器等保守点検

8302 遊具保守点検

6414172300

（市内）

（株）朝日

高松市伏石町２１３０－３

14 農業･園芸用品類

1404 苗木

6414172300

（市内）

（株）朝日

高松市伏石町２１３０－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414172300

（市内）

（株）朝日

高松市伏石町２１３０－３

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414048000

（市内）

（福）朝日園

木田郡三木町池戸９３１－６

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414048000

（市内）

（福）朝日園

木田郡三木町池戸９３１－６

43 印刷(その他)

4303 製本

6414048000

（市内）

（福）朝日園

木田郡三木町池戸９３１－６

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6414705100

（市内）

（株）朝日オリコミ四国

高松市木太町２６６３－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414705100

（市内）

（株）朝日オリコミ四国

高松市木太町２６６３－１

80 企画・制作

6414155500

（市内）

（有）アサヒ工芸社

高松市松福町２－１－６

6414155500

（市内）

（有）アサヒ工芸社

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

7403 植栽管理（害虫駆除）

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

8001 広告・広報

8002 展示物

31 看板・テント・旗類

3101 看板

高松市松福町２－１－６

32 標識類

3201 道路標識

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414105700

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

43 印刷(その他)

4302 地図

6414105700

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414105700

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

79 情報・通信

7905 データ処理

6414105700

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414105700

（準市内） 朝日航洋（株） 高松支店

高松市城東町１－６－１

89 提供

8901 複写

その他の業務委託・役務の

7406 森林整備

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

3102 掲示板

3104 たれ幕

3105 テント

3199 旗類

3288 標識類の修繕

3299 その他の標識類

1509 運動靴

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7599 守点検

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

アサヒシューズ（株） 中四国営業部

広島市南区比治山本町１６－３５

15 衣料品･靴・鞄類

1507 ｺﾞﾑ長靴

1508 革靴

6414357500

（市内）

朝日設計（株）

高松市郷東町７９２－１７

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414357500

（市内）

朝日設計（株）

高松市郷東町７９２－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414357500

（市内）

朝日設計（株）

高松市郷東町７９２－１７

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414473700

（市外）

朝日鋳工（株）

堺市西区鳳東町６－６１６

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

6414172400

（市内）

（株）朝日通商

高松市国分寺町新名１５６６－１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6416647700

（市外）

旭テクノプラント（株）

倉敷市新田２４０３－１

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

6414062300

（市内）

朝日肥糧（株）

高松市朝日町四丁目１１－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

6414062300

（市内）

朝日肥糧（株）

高松市朝日町四丁目１１－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6414062300

（市内）

朝日肥糧（株）

高松市朝日町四丁目１１－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7804 作業環境測定

6414172600

（市外）

アサヒプリテック（株） 四国営業所

西条市今在家１０７３

51 買受

5199 その他の買受

6414172600

（市外）

アサヒプリテック（株） 四国営業所

西条市今在家１０７３

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

高松市磨屋町５－９

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

高松市塩江町安原上東１１３－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414716600

（市内）

（有）阿讃建設

営業種目７

7405 除草・草刈

（市外）

（準市内） 浅海電気（株） 高松営業所

営業種目６

7404 植栽管理（その他）

6414149600

6421163600

営業種目５

営業種目８

1405 種子
7402 植栽管理（剪定）

6414105700

営業種目４

その他のガソリン･軽油・

監視制御装置の保守点

7510 検

7405 除草・草刈

7406 森林整備

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

43 印刷(その他)

4302 地図

6414105800

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414105800

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414105800

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

その他の衣料品･靴・鞄

1599 類

7906 計算業務

7505 電気設備の保守点検

6414105800

その他の看板・テント・

7899 その他の調査・測定

7511 消防設備の保守点検

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

通信・放送設備の保守

その他の建築設備の保

8099 その他の企画・制作

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

6414105800

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

80 企画・制作

6414105800

（準市内） アジア航測（株） 四国支店

高松市寿町１－４－３

営業種目１

営業種目２

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目３

（市外）

アシスト（株）

名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6419799600

（市外）

アシスト（株）

名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6419799600

（市外）

アシスト（株）

名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7508 空調設備の保守点検

7510 検

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

（準市内） （株）アスコ大東 高松営業所

高松市瓦町２－２－３７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417076800

（準市内） （株）アスコ大東 高松営業所

高松市瓦町２－２－３７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6417076800

（準市内） （株）アスコ大東 高松営業所

高松市瓦町２－２－３７

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414144300

（準市内） アズビル（株） ビルシステムカンパニー高松営業所 高松市天神前１０－１２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414144300

（準市内） アズビル（株） ビルシステムカンパニー高松営業所 高松市天神前１０－１２

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414076600

（準市内） アズビル金門（株） 四国営業所

高松市天神前１０－１２

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414076600

（準市内） アズビル金門（株） 四国営業所

高松市天神前１０－１２

61 製造の請負

6106 計量器

（市外）

アセス（株） 四国支店

四国中央市金生町下分２２１－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414721400

（市外）

（株）アセック

尼崎市南初島町１２－６

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414721400

（市外）

（株）アセック

尼崎市南初島町１２－６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414721400

（市外）

（株）アセック

尼崎市南初島町１２－６

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414721400

（市外）

（株）アセック

尼崎市南初島町１２－６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414100000

（市内）

（株）アド・サービス・センター

高松市錦町一丁目４－３７

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

6414100000

（市内）

（株）アド・サービス・センター

高松市錦町一丁目４－３７

43 印刷(その他)

4301 ル

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414100000

（市内）

（株）アド・サービス・センター

高松市錦町一丁目４－３７

77 警備・受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414100000

（市内）

（株）アド・サービス・センター

高松市錦町一丁目４－３７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

6414100000

（市内）

（株）アド・サービス・センター

高松市錦町一丁目４－３７

89 提供

8904 筆耕

6414810900

（市内）

アド・セイル（株）

高松市本町１０－２６

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414810900

（市内）

アド・セイル（株）

高松市本町１０－２６

80 企画・制作

8001 広告・広報

ステッカー・シール・ラベ

（準市内） アドバンテック東洋（株） 高松営業所

高松市松縄町５０－１

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2688 計量器具類の修繕

6414123500

（準市内） アドバンテック東洋（株） 高松営業所

高松市松縄町５０－１

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2788 理化学機器類の修繕

2799 その他の理化学機器類

7906 計算業務

6414713900

（市外）

アトラス情報サービス（株）

大阪市中央区北浜３－１－６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

6414713900

（市外）

アトラス情報サービス（株）

大阪市中央区北浜３－１－６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414713900

（市外）

アトラス情報サービス（株）

大阪市中央区北浜３－１－６

80 企画・制作

8099 その他の企画・制作

6414713900

（市外）

アトラス情報サービス（株）

大阪市中央区北浜３－１－６

89 提供

8905 人材派遣

6414036600

（市内）

（株）穴吹カレッジサービス 高松支店

高松市西内町５－１１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414036600

（市内）

（株）穴吹カレッジサービス 高松支店

高松市西内町５－１１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6414036600

（市内）

（株）穴吹カレッジサービス 高松支店

高松市西内町５－１１

80 企画・制作

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414036600

（市内）

（株）穴吹カレッジサービス 高松支店

高松市西内町５－１１

89 提供

8905 人材派遣

6417387600

（市内）

（株）あなぶきクリーンサービス

高松市紺屋町３－６

73 建物管理

7301 建物清掃

6417387600

（市内）

（株）あなぶきクリーンサービス

高松市紺屋町３－６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の建築設備の保

6414123500

その他の業務委託・役務の

営業種目６

監視制御装置の保守点

6414384700

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

6419799600

6417076800

営業種目４

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

3107 のぼり

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417387600

（市内）

（株）あなぶきクリーンサービス

高松市紺屋町３－６

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6420503600

（市外）

（株）アバンアソシエイツ

港区赤坂３－１１－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２
7511 消防設備の保守点検

6414238900

（準市内） アビリティーセンター（株） 高松オフィス

高松市田町１１－５

77 警備・受付

7703 受付

6414238900

（準市内） アビリティーセンター（株） 高松オフィス

高松市田町１１－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414238900

（準市内） アビリティーセンター（株） 高松オフィス

高松市田町１１－５

79 情報・通信

7905 データ処理

6414238900

（準市内） アビリティーセンター（株） 高松オフィス

高松市田町１１－５

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目３

営業種目４

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役
その他のガソリン･軽油・

（市内）

（有） 油屋商店

高松市塩江町上西乙５５８－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

6414687700

（市内）

（有） 油屋商店

高松市塩江町上西乙５５８－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

6414688600

（市内）

安部石油店

高松市塩江町安原上２７５

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3405 白灯油

6414688600

（市内）

安部石油店

高松市塩江町安原上２７５

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

6414161800

（市内）

（株）アポロシステム

高松市内町２－１５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414161800

（市内）

（株）アポロシステム

高松市内町２－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414161800

（市内）

（株）アポロシステム

高松市内町２－１５

89 提供

8905 人材派遣

6414132900

（準市内） アマノ（株） 高松支店

高松市伏石町２０７４－１

02 事務用機器類

0299 その他の事務用機器類

6414132900

（準市内） アマノ（株） 高松支店

高松市伏石町２０７４－１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414132900

（準市内） アマノ（株） 高松支店

高松市伏石町２０７４－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

2303 特種用途車両

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6416642000

（市外）

アマノマネジメントサービス（株） 広島支店

広島市西区南観音町２３－１０

05 紙類

0599 その他の紙類

6416642000

（市外）

アマノマネジメントサービス（株） 広島支店

広島市西区南観音町２３－１０

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6416642000

（市外）

アマノマネジメントサービス（株） 広島支店

広島市西区南観音町２３－１０

77 警備・受付

7704 駐車場管理

6416642000

（市外）

アマノマネジメントサービス（株） 広島支店

広島市西区南観音町２３－１０

83 機器等保守点検

8399 点検

6421021600

（市外）

（株）アメニティ

千代田区神田駿河台二丁目１０－４

71 レンタル・リース

7199 ス

6421021600

（市外）

（株）アメニティ

千代田区神田駿河台二丁目１０－４

89 提供

8999 務の提供

6414693700

（市内）

綾田自動車整備工場

高松市国分寺町新居５６０－２

23 車両類

2301 一般車両

6420549600

（市外）

アライド・ブレインズ（株）

千代田区一ツ橋２－６－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420549600

（市外）

アライド・ブレインズ（株）

千代田区一ツ橋２－６－８

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6420549600

（市外）

アライド・ブレインズ（株）

千代田区一ツ橋２－６－８

80 企画・制作

8005 各種講習

6419869800

（市外）

アライドテレシス（株） 関西中四国支社

大阪市中央区本町二丁目５－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6419869800

（市外）

アライドテレシス（株） 関西中四国支社

大阪市中央区本町二丁目５－７

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414685000

（市内）

（株）荒木組

高松市瀬戸内町１９番２５号

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

6414685000

（市内）

（株）荒木組

高松市瀬戸内町１９番２５号

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

6414685000

（市内）

（株）荒木組

高松市瀬戸内町１９番２５号

61 製造の請負

6109 ポンプ

6110 ボイラー

6112 金網・フェンス

6414685000

（市内）

（株）荒木組

高松市瀬戸内町１９番２５号

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414206800

（市外）

（株）荒木製作所

東大阪市森河内東１－２１－１９

61 製造の請負

6108 鉄蓋

6414389800

（市外）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株）

大田区山王一丁目３－５

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414389800

（市外）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株）

大田区山王一丁目３－５

89 提供

8999 務の提供

6414163100

（市内）

ＡＬＳＯＫ香川（株）

高松市田町１１－５

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目６

7599 守点検

6414687700

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の機器等の保守
その他のレンタル・リー
その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

3105 テント

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414163100

（市内）

商号又は名称
ＡＬＳＯＫ香川（株）

業種名

契約先所在地

営業種目１
2901 消防用ホース

高松市田町１１－５

営業種目２

営業種目３

営業種目４

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

1103 介護用機械器具

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８
消防・防災用具類の修

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2988 繕

0988 保育用具類の修繕

29 消防・防災用具類
その他の消防・防災用

6414163100

（市内）

ＡＬＳＯＫ香川（株）

高松市田町１１－５

2999 具類

6414163100

（市内）

ＡＬＳＯＫ香川（株）

高松市田町１１－５

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414163100

（市内）

ＡＬＳＯＫ香川（株）

高松市田町１１－５

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414163100

（市内）

ＡＬＳＯＫ香川（株）

高松市田町１１－５

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6419943600

（準市内） アルフレッサ篠原化学（株） 香川支店

高松市国分寺町福家甲１２５５－１０

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6419943600

（準市内） アルフレッサ篠原化学（株） 香川支店

高松市国分寺町福家甲１２５５－１０

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

6419435700

（市外）

（株）アルマ経営研究所

岡山市北区下石井２丁目１－１０

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414172900

（市外）

（有）淡路映像プロモーション

南あわじ市八木大久保６８１

22 視聴覚機器類

2204 視聴覚ソフト

6421194700

（市内）

アンサーチ（株）

高松市香川町川東下７５５－５

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

0907 保育備品

1509 運動靴

1511 バッグ

1599 類

09 保育用具類
6421194700

（市内）

アンサーチ（株）

高松市香川町川東下７５５－５

0999 その他の保育用具類

6421194700

（市内）

アンサーチ（株）

高松市香川町川東下７５５－５

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

1502 作業服

1504 帽子

1506 雨衣

6414537900

（市外）

安西工業（株）

神戸市西区上新地三丁目３－１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7104 事務機器

7108 建設機械

7199 ス

6414537900

（市外）

安西工業（株）

神戸市西区上新地三丁目３－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414537900

（市外）

安西工業（株）

神戸市西区上新地三丁目３－１

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414537900

（市外）

安西工業（株）

神戸市西区上新地三丁目３－１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

8199 その他の運搬・保管

6414537900

（市外）

安西工業（株）

神戸市西区上新地三丁目３－１

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414675900

（市内）

安藤石油店

高松市東植田町２０７５－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

6420941600

（市内）

（株）ゼロ・エージェント

高松市朝日新町３２－２

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

6420941600

（市内）

（株）ゼロ・エージェント

高松市朝日新町３２－２

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2804 業務用冷蔵庫

6420507600

（市外）

（株）イー・アール・ジャパン

福山市箕沖町１０６－５

51 買受

5199 その他の買受

6414722000

（市外）

（株）イージーエス

新居浜市新田町三丁目１－３９

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6417815600

（市外）

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店

広島市南区南蟹屋１－３－３２

27 理化学機器類

2707 気象計器類

2799 その他の理化学機器類

6417815600

（市外）

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店

広島市南区南蟹屋１－３－３２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417815600

（市外）

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店

広島市南区南蟹屋１－３－３２

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6417815600

（市外）

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店

広島市南区南蟹屋１－３－３２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6417815600

（市外）

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店

広島市南区南蟹屋１－３－３２

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

7405 除草・草刈

その他の業務委託・役

2199 その他の電気機器類

処分（特別管理産業廃

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

7802 環境測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

2399 その他の車両類

その他の業務委託・役

6414089100

（準市内） イオンディライト（株） 中四国支社 四国支店

高松市常磐町一丁目６－７

73 建物管理

7301 建物清掃

6414089100

（準市内） イオンディライト（株） 中四国支社 四国支店

高松市常磐町一丁目６－７

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7507 自動ドアの保守点検

6414089100

（準市内） イオンディライト（株） 中四国支社 四国支店

高松市常磐町一丁目６－７

77 警備・受付

7701 常駐警備

7703 受付

7704 駐車場管理

2304 装）

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

特種用途車両（ぎ装・架

6414671300

（市内）

（株）伊賀モータース

高松市木太町２７１０

23 車両類

2301 一般車両

6414671300

（市内）

（株）伊賀モータース

高松市木太町２７１０

51 買受

5103 車両

6414671300

（市内）

（株）伊賀モータース

高松市木太町２７１０

71 レンタル・リース

7101 車両

6414671300

（市内）

（株）伊賀モータース

高松市木太町２７１０

89 提供

8907 損害保険

6420777600

（市外）

（有）イク工業

小松島市金磯町１－７５

23 車両類

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6420777600

（市外）

（有）イク工業

小松島市金磯町１－７５

24 産業用機械類

2404 農業用機械器具

2405 建設用機械器具

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

その他の業務委託・役務の

その他の衣料品･靴・鞄

監視制御装置の保守点

7511 消防設備の保守点検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414270400

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （有）イグジットオーガニゼイション 高松オフィス

業種名

契約先所在地

営業種目１

高松市田町１２－７

80 企画・制作

8004 イベント

6414133200

（市外）

池上通信機（株） 大阪支店

吹田市広芝町９－６

21 電気機器類

2106 無線機

6414133200

（市外）

池上通信機（株） 大阪支店

吹田市広芝町９－６

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414133200

（市外）

池上通信機（株） 大阪支店

吹田市広芝町９－６

61 製造の請負

6115 通信機器

6414173000

（市内）

（株）池下翠松園

高松市鬼無町鬼無１００１－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414173000

（市内）

（株）池下翠松園

高松市鬼無町鬼無１００１－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414037000

（市内）

（株）イケダコーポレーション

高松市宮脇町１－２－３１

03 オフィス等家具類

6414037000

（市内）

（株）イケダコーポレーション

高松市宮脇町１－２－３１

6414037100

（市内）

石井事務機（株）

6414037100

（市内）

6414037100

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

2206 監視カメラ

2299 その他の視聴覚機器類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1699 具類

高松市松福町２丁目４－８

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

石井事務機（株）

高松市松福町２丁目４－８

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

（市内）

石井事務機（株）

高松市松福町２丁目４－８

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7109 電気通信機器

7199 ス

6414037100

（市内）

石井事務機（株）

高松市松福町２丁目４－８

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414037100

（市内）

石井事務機（株）

高松市松福町２丁目４－８

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8399 点検

6414037100

（市内）

石井事務機（株）

高松市松福町２丁目４－８

89 提供

8901 複写
1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

その他の機器等の保守

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2499 その他の産業用機械類

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

83 機器等保守点検

8399 点検

6414144900

（準市内） 石垣メンテナンス（株） 四国支店

高松市林町２５０７－２

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の室内装飾・寝

1308 キレート剤

その他の建築設備の保
その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

6414048100

（市内）

石田印刷（有）

高松市香西本町２６９－１１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414100200

（市内）

（株）イシハラ

高松市香西南町３５８－１

31 看板・テント・旗類

3104 たれ幕

6414100200

（市内）

（株）イシハラ

高松市香西南町３５８－１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414100200

（市内）

（株）イシハラ

高松市香西南町３５８－１

80 企画・制作

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414055700

（市内）

石原青豊堂

高松市高松町３０１３－９

04 印章類

0401 回転印

0402 ゴム印

0403 公印

6414204900

（市内）

（株）石原林造商店

高松市城東町二丁目１２－１７

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1304 高分子凝集剤

6414204900

（市内）

（株）石原林造商店

高松市城東町二丁目１２－１７

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

6414094500

（市内）

（株）イズミ

高松市鬼無町鬼無９７－３

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

6414094500

（市内）

（株）イズミ

高松市鬼無町鬼無９７－３

62 資材

6203 花崗土

6204 砕石

6205 砂

6206 レンガ

6207 木材

6299 その他の資材

6414094500

（市内）

（株）イズミ

高松市鬼無町鬼無９７－３

71 レンタル・リース

7107 植物

6414094500

（市内）

（株）イズミ

高松市鬼無町鬼無９７－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

6414487100

（市内）

（株）和泉屋石材店

高松市牟礼町牟礼３７１７

31 看板・テント・旗類

3199 旗類

6414487100

（市内）

（株）和泉屋石材店

高松市牟礼町牟礼３７１７

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414487100

（市内）

（株）和泉屋石材店

高松市牟礼町牟礼３７１７

80 企画・制作

8099 その他の企画・制作

6414315800

（市外）

（株）イセトー 営業統括本部

大阪市西区西本町１－３－１５

02 事務用機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414315800

（市外）

（株）イセトー 営業統括本部

大阪市西区西本町１－３－１５

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

3105 テント

その他の看板・テント・

3199 旗類

その他の看板・テント・

0499 その他の印章類

その他の農業･園芸用

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414315800

（市外）

（株）イセトー 営業統括本部

大阪市西区西本町１－３－１５

79 情報・通信

6414315800

（市外）

（株）イセトー 営業統括本部

大阪市西区西本町１－３－１５

89 提供

8999 務の提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

その他の業務委託・役

（準市内） 伊丹産業（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５６０－２

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

6414388200

（準市内） 伊丹産業（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５６０－２

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6414388200

（準市内） 伊丹産業（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５６０－２

89 提供

その他の業務委託・役務の

8906 電力供給

その他の業務委託・役務の

3502 天然ガス

3503 ガス器具

その他の業務委託・役

6414271300

（市外）

一冨士フードサービス（株） 中国・四国支社

岡山市北区下石井２－１－３

89 提供

8910 給食

6414731600

（市内）

一光電機（株）

高松市香南町由佐２０８２

21 電気機器類

2106 無線機

6414731600

（市内）

一光電機（株）

高松市香南町由佐２０８２

29 消防・防災用具類

2908 安全保護具

6414731600

（市内）

一光電機（株）

高松市香南町由佐２０８２

61 製造の請負

6113 電気器具

6417107600

（市外）

（株）井手口

中央区入船３－１０－９

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414056600

（市内）

（有）伊藤久芳堂商会

高松市御坊町１０－１８

20 トロフィー･徽章類

2001 トロフィー･カップ･楯

2002 徽章

2099 類

6414056600

（市内）

（有）伊藤久芳堂商会

高松市御坊町１０－１８

31 看板・テント・旗類

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

3199 旗類

6420651700

（市外）

伊藤忠エネクス（株） 電力・ガス事業グループ

港区虎ノ門二丁目１０－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414680200

（市外）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１
大阪市北区梅田３－１－３
部

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414680200

（市外）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 西日本営業第１
大阪市北区梅田３－１－３
部

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414145100

（市外）

（株）伊藤鐵工所 大阪支店

吹田市南金田２－１３－１２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414286300

（市外）

（株）イトー鋳造 大阪営業所

大阪市大正区小林西１丁目１７－３１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414094600

（市内）

（有）イナテンソー

高松市鬼無町鬼無２６３－２

03 オフィス等家具類

0302 会議用机･椅子

6414094600

（市内）

（有）イナテンソー

高松市鬼無町鬼無２６３－２

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

3107 のぼり

3199 旗類

6414094600

（市内）

（有）イナテンソー

高松市鬼無町鬼無２６３－２

71 レンタル・リース

7199 ス

6414094600

（市内）

（有）イナテンソー

高松市鬼無町鬼無２６３－２

80 企画・制作

8004 イベント

6414094600

（市内）

（有）イナテンソー

高松市鬼無町鬼無２６３－２

89 提供

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

7199 ス

6414110700

（準市内） イヌイ（株） 高松支店

8999 務の提供

6115 通信機器

その他のトロフィー･徽章

7903 システムの保守・管理

6102 鋳鉄管

その他の業務委託・役

6414110700

（準市内） イヌイ（株） 高松支店

高松市浜ノ町３－８

1399 その他の工業薬品類

6414208200

（準市内） （株）イビソク 香川営業所

高松市香川町川東下字中村５５２－１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7108 建設機械

6414208200

（準市内） （株）イビソク 香川営業所

高松市香川町川東下字中村５５２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414208200

（準市内） （株）イビソク 香川営業所

高松市香川町川東下字中村５５２－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414208200

（準市内） （株）イビソク 香川営業所

高松市香川町川東下字中村５５２－１

80 企画・制作

8002 展示物

8007 写真撮影・製図

6414208200

（準市内） （株）イビソク 香川営業所

高松市香川町川東下字中村５５２－１

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供
3102 掲示板

3199 旗類

6414690900

（市内）

イマダ工芸

高松市庵治町６３９０ー４２

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414690900

（市内）

イマダ工芸

高松市庵治町６３９０ー４２

43 印刷(その他)

4301 ル

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役
その他の看板・テント・

ステッカー・シール・ラベ

6414162500

（準市内） 伊予鉄総合企画（株） 高松営業所

高松市鍛冶屋町３

77 警備・受付

7703 受付

6414162500

（準市内） 伊予鉄総合企画（株） 高松営業所

高松市鍛冶屋町３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414162500

（準市内） 伊予鉄総合企画（株） 高松営業所

高松市鍛冶屋町３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6414162500

（準市内） 伊予鉄総合企画（株） 高松営業所

高松市鍛冶屋町３

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

新宿区西新宿２－３－１

89 提供

6414271400

（市外）

（株）医療開発研究所

その他の業務委託・役務の
その他の業務委託・役務の

その他の看板・テント・

8999 務の提供

13 工業薬品類

その他の業務委託・役務の

その他の看板・テント・

その他のレンタル・リー

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

高松市浜ノ町３－８

営業種目８

7905 データ処理

6414388200

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414488800

（市内）

（有）岩佐造園

高松市太田上町１１４７－３

14 農業･園芸用品類

6414488800

（市内）

（有）岩佐造園

高松市太田上町１１４７－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414488800

（市内）

（有）岩佐造園

高松市太田上町１１４７－３

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414678100

（市内）

（株）岩佐佛喜堂

高松市丸亀町１０－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414689800

（市内）

岩田造園石材

高松市庵治町３２１－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃
23 車両類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

6414073600

（準市内） （株）岩本商会 高松支店

高松市伏石町１３４０－３

6414073600

（準市内） （株）岩本商会 高松支店

高松市伏石町１３４０－３

営業種目１
1402 肥料

営業種目２

営業種目３

営業種目４

1404 苗木

1405 種子

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7402 植栽管理（剪定）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

7904 ホームページ作成・管理

営業種目５

営業種目６

7405 除草・草刈

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

2901 消防用ホース
消防・防災用具類の修

6414073600

（準市内） （株）岩本商会 高松支店

高松市伏石町１３４０－３

2988 繕

6414073600

（準市内） （株）岩本商会 高松支店

高松市伏石町１３４０－３

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

その他の消防・防災用

2999 具類

6414173400

（市外）

（株）インターネットイニシアティブ

千代田区富士見２－１０－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414173400

（市外）

（株）インターネットイニシアティブ

千代田区富士見２－１０－２

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

6414173400

（市外）

（株）インターネットイニシアティブ

千代田区富士見２－１０－２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6421248900

（市内）

インタラクティブ・サービス（株）

高松市国分寺町新居１５－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6421248900

（市内）

インタラクティブ・サービス（株）

高松市国分寺町新居１５－１

05 紙類

0501 封筒

6421248900

（市内）

インタラクティブ・サービス（株）

高松市国分寺町新居１５－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6421248900

（市内）

インタラクティブ・サービス（株）

高松市国分寺町新居１５－１

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6414715200

（市外）

（株）インタラック西日本

北九州市小倉北区浅野二丁目１７－３８

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414155800

（市内）

（株）インテリアプランニング・キット

高松市前田東町１２２５

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1602 ベッド(一般用)

1603 じゅうたん

6414155800

（市内）

（株）インテリアプランニング・キット

高松市前田東町１２２５

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414155800

（市内）

（株）インテリアプランニング・キット

高松市前田東町１２２５

72 クリーニング

7299 その他のクリーニング

6414156000

（市内）

（株）インテリアボックス

高松市高松町２３５０－１

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

6414237700

（市外）

（株）インフォマティクス 大阪営業所

大阪市浪速区難波中２－１０－７０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414237700

（市外）

（株）インフォマティクス 大阪営業所

大阪市浪速区難波中２－１０－７０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414724600

（市外）

（株）ヴァイオス

和歌山市西庄２９５ー９

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414724600

（市外）

（株）ヴァイオス

和歌山市西庄２９５ー９

89 提供

8999 務の提供

6414173500

（市内）

（株）ウィザード

高松市西宝町１－５－３

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414173500

（市内）

（株）ウィザード

高松市西宝町１－５－３

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414173500

（市内）

（株）ウィザード

高松市西宝町１－５－３

89 提供

8905 人材派遣

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

77 警備・受付

7703 受付

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

80 企画・制作

8006 デザイン

6414539000

（市外）

（株）ウイン

松山市二番町３－６－５

89 提供

8905 人材派遣

6414386800

（準市内）

（株）ウイン・インターナショナル 第二営業部高松営
高松市伏石町２１５８－４
業所

11 医療機器類

6414386800

（準市内）

（株）ウイン・インターナショナル 第二営業部高松営
高松市伏石町２１５８－４
業所

12 衛生薬品材料類

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目８

2303 特種用途車両

29 消防・防災用具類

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の業務委託・役

1604 カーテン

その他の室内装飾・寝

1699 具類

7605 処分（産業廃棄物）

その他の業務委託・役

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1202 衛生材料

1299 類

診療･手術･臨床用機械

その他の衛生薬品材料

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

その他の室内装飾・寝

2908 安全保護具

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414386800

（準市内）

6414386800

（準市内）

6414100300

業種名

営業種目１

（株）ウイン・インターナショナル 第二営業部高松営
高松市伏石町２１５８－４
業所

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

（株）ウイン・インターナショナル 第二営業部高松営
高松市伏石町２１５８－４
業所

82 医療

8203 医療検査

（市内）

（株）ウエイ企画

高松市塩上町７－２

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

6414100300

（市内）

（株）ウエイ企画

高松市塩上町７－２

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414100300

（市内）

（株）ウエイ企画

高松市塩上町７－２

80 企画・制作

8006 デザイン

6414716300

（市外）

ヴェオリア・ジェネッツ（株）中・四国支店

松山市一番町一丁目１５－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414716300

（市外）

ヴェオリア・ジェネッツ（株）中・四国支店

松山市一番町一丁目１５－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414716300

（市外）

ヴェオリア・ジェネッツ（株）中・四国支店

松山市一番町一丁目１５－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414716300

（市外）

ヴェオリア・ジェネッツ（株）中・四国支店

松山市一番町一丁目１５－２

89 提供

6414429400

（市外）

ヴェオリア・ジャパン（株）

港区海岸三丁目２０番２０号

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6417659600

（市内）

（株）植木センター広瀬

高松市前田西町２０－４

14 農業･園芸用品類

6417659600

（市内）

（株）植木センター広瀬

高松市前田西町２０－４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414173600

（市外）

（株）ウェザーニューズ

千葉市美浜区中瀬１－３

89 提供

8999 務の提供

商号又は名称

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目６

営業種目７

営業種目８

8204 医療機器の保守点検

8099 その他の企画・制作

1404 苗木
7402 植栽管理（剪定）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

その他の業務委託・役

高松市紙町４９４

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414037500

（準市内） （株）ウエスコ 四国支社

高松市紙町４９４

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

7802 環境測定

6414700600

（市内）

（有）ウエステック

高松市香西本町１－１２２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414415800

（市外）

ウエストロー・ジャパン（株）

港区西新橋３－１６－１１

79 情報・通信

7999 その他の情報・通信

6416787600

（市外）

植平コンクリート工業（株）

宇陀市榛原比布１３１２－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6108 鉄蓋

6414708600

（市内）

ウェブシステムテクノロジー（株）

高松市西ハゼ町２４４－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414694700

（市内）

（有）植松商会

高松市国分寺町新居１８０５ー８

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

6414516500

（市外）

（株）ウォーターテック 関西支店

大阪市西区新町２－２０－６

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414516500

（市外）

（株）ウォーターテック 関西支店

大阪市西区新町２－２０－６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414516500

（市外）

（株）ウォーターテック 関西支店

大阪市西区新町２－２０－６

89 提供

6414487000

（市外）

（株）魚国総本社

大阪市中央区道修町一丁目６－１９

6414302700

（市外）

（社福）鵜足津福祉会 高瀬荘

6414302700

（市外）

（社福）鵜足津福祉会 高瀬荘

6414173900

（市外）

宇部興産（株） 建設資材カンパニー 資源リサイク
宇部市大字小串１９７８－２
ル事業部

2388 車両類の修繕

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8910 給食

三豊市高瀬町佐股乙４２５－３

26 計量器具類

2688 計量器具類の修繕

三豊市高瀬町佐股乙４２５－３

61 製造の請負

6106 計量器

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

1509 運動靴

1510 安全靴

1511 バッグ

1599 類

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2999 具類

7509 ボイラーの点検・清掃

7599 守点検

高松市東ハゼ町６－１２

営業種目５

水道メータ検針・料金収

（準市内） （株）ウエスコ 四国支社

（準市内） （株）ウミショー 高松支店

営業種目４

8909 納

6414037500

6414149800

営業種目３

その他の業務委託・役

15 衣料品･靴・鞄類
6414149800

（準市内） （株）ウミショー 高松支店

高松市東ハゼ町６－１２

6414149800

（準市内） （株）ウミショー 高松支店

高松市東ハゼ町６－１２

29 消防・防災用具類

2906 消防用被服

6414387100

（市内）

浦川設備興業（株）

高松市鶴市町９９１－１

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414387100

（市内）

浦川設備興業（株）

高松市鶴市町９９１－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414385500

（市外）

エア・ウォーター防災（株） 大阪支社

大阪市淀川区西宮原二丁目１－３

11 医療機器類

1101 器具

6414385500

（市外）

エア・ウォーター防災（株） 大阪支社

大阪市淀川区西宮原二丁目１－３

29 消防・防災用具類

2999 具類

6414385500

（市外）

エア・ウォーター防災（株） 大阪支社

大阪市淀川区西宮原二丁目１－３

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414385500

（市外）

エア・ウォーター防災（株） 大阪支社

大阪市淀川区西宮原二丁目１－３

82 医療

8204 医療機器の保守点検

診療･手術･臨床用機械
その他の消防・防災用

1199 その他の医療機器類

その他の建築設備の保

その他の衣料品･靴・鞄
その他の消防・防災用

1505 手袋

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

1508 革靴

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414085400

（市内）

エアポートサービス（株）

高松市今里町４－８

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

6414085400

（市内）

エアポートサービス（株）

高松市今里町４－８

73 建物管理

7301 建物清掃

7399 その他の建物管理

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

32 標識類

3203 保安灯

3288 標識類の修繕

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

61 製造の請負

6112 金網・フェンス

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

62 資材

6299 その他の資材

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

83 機器等保守点検

6419769600

（市外）

（株）栄進

墨田区横川４－１１－６

89 提供

8999 務の提供

6414390400

（市外）

（株）衛生センター

岡山市南区当新田４４３－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

6414131300

（市内）

（有）映像センター

高松市錦町二丁目１５－３５

08 学校教材類

0801 教育教材

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

6414131300

（市内）

（有）映像センター

高松市錦町二丁目１５－３５

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

6414131300

（市内）

（有）映像センター

高松市錦町二丁目１５－３５

71 レンタル・リース

7199 ス

6414685800

（市内）

（有）エイテック

高松市浜ノ町３３－５

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6419840500

（市外）

（株）エイテック 関西支社

尼崎市御園町２４

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6419840500

（市外）

（株）エイテック 関西支社

尼崎市御園町２４

43 印刷(その他)

4302 地図

6419840500

（市外）

（株）エイテック 関西支社

尼崎市御園町２４

78 調査・測定

7801 調査・研究

6419840500

（市外）

（株）エイテック 関西支社

尼崎市御園町２４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6419840500

（市外）

（株）エイテック 関西支社

尼崎市御園町２４

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414145200

（市内）

（株）エイペックス・ヨシイ

高松市木太町６０８－３０

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

6414145200

（市内）

（株）エイペックス・ヨシイ

高松市木太町６０８－３０

75 建築設備保守点検

7506 検

高松市塩上町１丁目２－２

27 理化学機器類

2701 電気計測器
7301 建物清掃

6414123600

商号又は名称

（準市内） 英和（株） 高松営業所

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

1899 その他の清掃用具類

3299 その他の標識類

6118 船舶

7499 その他の施設管理

その他の機器等の保守

8399 点検

その他の業務委託・役
処分（特別管理産業廃

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2288 視聴覚機器類の修繕

2707 気象計器類

2799 その他の理化学機器類

その他のレンタル・リー

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2706 工業計器

2499 その他の産業用機械類

エレベーターの保守点

2705 光学機械器具

6414844400

（市外）

（株）エーエス

善通寺市生野町２７１－３

73 建物管理

6414844400

（市外）

（株）エーエス

善通寺市生野町２７１－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414487300

（市内）

（株）エース・エヤコン・サービス

高松市円座町１６２１－３

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1303 活性炭

1399 その他の工業薬品類

6414487300

（市内）

（株）エース・エヤコン・サービス

高松市円座町１６２１－３

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414487300

（市内）

（株）エース・エヤコン・サービス

高松市円座町１６２１－３

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7599 守点検

6414149900

（市内）

（株）エースユニフォーム

高松市今新町５－５

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

6414149900

（市内）

（株）エースユニフォーム

高松市今新町５－５

29 消防・防災用具類

2906 消防用被服

2999 具類

6414676700

（市内）

（株）エーピーシー

高松市塩上町三丁目２０－１８

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

3303 繊維製品

6414676700

（市内）

（株）エーピーシー

高松市塩上町三丁目２０－１８

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414676700

（市内）

（株）エーピーシー

高松市塩上町三丁目２０－１８

80 企画・制作

8001 広告・広報

8006 デザイン

6414165700

（市外）

（株）エクスラン・テクニカル・センター

岡山市東区金岡東町３－３－１

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

6414165700

（市外）

（株）エクスラン・テクニカル・センター

岡山市東区金岡東町３－３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6421160700

（市内）

（株）ｅｃｏｎｅｗｓ

高松市新田町甲２１１８－１２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

その他の消防・防災用

8007 写真撮影・製図

7804 作業環境測定

その他の建築設備の保
その他の衣料品･靴・鞄

1599 類

2299 その他の視聴覚機器類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414699300

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （有）エコネット 高松営業所

業種名

契約先所在地

営業種目１
1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

高松市勅使町２９９－２

営業種目２

営業種目３

1302 消石灰

1303 活性炭

5102 紙・繊維

5199 その他の買受

7405 除草・草刈

7406 森林整備

営業種目４
1304 高分子凝集剤

営業種目５

営業種目６

営業種目７

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

13 工業薬品類
6414699300

（準市内） （有）エコネット 高松営業所

高松市勅使町２９９－２

6414699300

（準市内） （有）エコネット 高松営業所

高松市勅使町２９９－２

51 買受

6414699300

（準市内） （有）エコネット 高松営業所

高松市勅使町２９９－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414699300

（準市内） （有）エコネット 高松営業所

高松市勅使町２９９－２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

大阪市中央区淡路町３－３－１０

75 建築設備保守点検

7506 検

6416859600

（市外）

エス・イー・シーエレベーター（株） 関西支社

1399 その他の工業薬品類
5101 金属屑

エレベーターの保守点

6414418200

（準市内） （株）エス・ピー・シー 高松オフィス

高松市番町３－３－１７

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

6414418200

（準市内） （株）エス・ピー・シー 高松オフィス

高松市番町３－３－１７

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

6414418200

（準市内） （株）エス・ピー・シー 高松オフィス

高松市番町３－３－１７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414418200

（準市内） （株）エス・ピー・シー 高松オフィス

高松市番町３－３－１７

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414418200

（準市内） （株）エス・ピー・シー 高松オフィス

高松市番町３－３－１７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8006 デザイン

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

8004 イベント

診療･手術･臨床用機械

6414165800

（市外）

（株）エスアールエル

新宿区西新宿２－１－１

11 医療機器類

1101 器具

6414165800

（市外）

（株）エスアールエル

新宿区西新宿２－１－１

82 医療

8203 医療検査

6416879600

（市外）

（株）エスエイピー

広島市西区草津新町１－２１－３５

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

6416879600

（市外）

（株）エスエイピー

広島市西区草津新町１－２１－３５

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6416879600

（市外）

（株）エスエイピー

広島市西区草津新町１－２１－３５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414096100

（市外）

ＳＭＦＬキャピタル（株）

港区赤坂五丁目２－２０

23 車両類

2388 車両類の修繕

6414096100

（市外）

ＳＭＦＬキャピタル（株）

港区赤坂五丁目２－２０

71 レンタル・リース

7101 車両

7103 情報機器

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0299 その他の事務用機器類

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414106700

（市内）

（株）ＳＴＮｅｔ

高松市春日町１７３５－３

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414053500

（市内）

（株）エスビーエフ

高松市郷東町７９２－１０８

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414053500

（市内）

（株）エスビーエフ

高松市郷東町７９２－１０８

89 提供

8999 務の提供

6419771600

（市外）

（株）ＳＰフォーラム

港区西新橋３－２３－５

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

6414106800

（市外）

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 西日
大阪市北区堂島三丁目１－２１
本支社

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414106800

（市外）

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 西日
大阪市北区堂島三丁目１－２１
本支社

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414106800

（市外）

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 西日
大阪市北区堂島三丁目１－２１
本支社

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414469300

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 四国支店
カスタマーソリューション事業推進部

松山市南江戸町１２８３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414469300

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 四国支店
カスタマーソリューション事業推進部

松山市南江戸町１２８３－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414469300

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 四国支店
カスタマーソリューション事業推進部

松山市南江戸町１２８３－１

80 企画・制作

8004 イベント

6414469300

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 四国支店
カスタマーソリューション事業推進部

松山市南江戸町１２８３－１

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6418809600

（市内）

（有）エヌ・ビィ・エス

高松市高松町３６８－２

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2188 電気機器類の修繕

6418809600

（市内）

（有）エヌ・ビィ・エス

高松市高松町３６８－２

22 視聴覚機器類

2204 視聴覚ソフト

2288 視聴覚機器類の修繕

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

8007 写真撮影・製図

7109 電気通信機器

7109 電気通信機器

通信・放送設備の保守

その他の業務委託・役

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

その他の業務委託・役

営業種目８
1308 キレート剤

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6418809600

（市内）

商号又は名称
（有）エヌ・ビィ・エス

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

高松市高松町３６８－２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7903 システムの保守・管理

営業種目３

営業種目４

営業種目５

6414166100

（準市内） （株）エヌ・イーサポート 高松営業所

高松市番町２－１０－１０

78 調査・測定

7802 環境測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414094900

（準市内） ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 四国支店

高松市中野町２９－２

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414094900

（準市内） ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 四国支店

高松市中野町２９－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

7199 ス

6414094900

（準市内） ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 四国支店

高松市中野町２９－２

89 提供

8999 務の提供

6414140300

（準市内） ＮＥＣネッツエスアイ（株） 四国支店

高松市中野町２９－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414140300

（準市内） ＮＥＣネッツエスアイ（株） 四国支店

高松市中野町２９－２

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414037700

（準市内） ＮＥＣフィールディング（株）高松支店

高松市今里町６－１７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414037700

（準市内） ＮＥＣフィールディング（株）高松支店

高松市今里町６－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414133700

（準市内） （株）エヌエイチケイアイテック 高松事業所

高松市城東町一丁目６－２６

21 電気機器類

2106 無線機

6414133700

（準市内） （株）エヌエイチケイアイテック 高松事業所

高松市城東町一丁目６－２６

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2299 その他の視聴覚機器類

6414133700

（準市内） （株）エヌエイチケイアイテック 高松事業所

高松市城東町一丁目６－２６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414133700

（準市内） （株）エヌエイチケイアイテック 高松事業所

高松市城東町一丁目６－２６

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414133700

（準市内） （株）エヌエイチケイアイテック 高松事業所

高松市城東町一丁目６－２６

78 調査・測定

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6414166200

（準市内） エヌエス環境（株） 高松営業所

高松市桜町１－１－１７

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7804 作業環境測定

6414246200

（準市内） （株）ＮＣＰサプライ 高松支店

高松市紙町４９４

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

6414246200

（準市内） （株）ＮＣＰサプライ 高松支店

高松市紙町４９４

43 印刷(その他)

4302 地図

4303 製本

4399 その他の印刷(その他)

6414246200

（準市内） （株）ＮＣＰサプライ 高松支店

高松市紙町４９４

79 情報・通信

7905 データ処理

6414246200

（準市内） （株）ＮＣＰサプライ 高松支店

高松市紙町４９４

89 提供

8901 複写

6414699700

（準市内） （株）ＮＪＳ 高松出張所

高松市松島町２－１０－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414699700

（準市内） （株）ＮＪＳ 高松出張所

高松市松島町２－１０－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発
8201 医療事務

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

通信・放送設備の保守

（市外）

（株）エヌジェーシー 大阪支社

大阪市北区梅田１－１１－４－２２００

82 医療

6419595600

（市外）

（株）エヌジェーシー 大阪支社

大阪市北区梅田１－１１－４－２２００

89 提供

8905 人材派遣

6417875600

（市外）

ＮＤネットサービス（有）

堺市堺区神南辺町二丁９０－５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6417875600

（市外）

ＮＤネットサービス（有）

堺市堺区神南辺町二丁９０－５

89 提供

8999 務の提供

6417961600

（市外）

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）

新宿区新宿２－１３－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417961600

（市外）

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）

新宿区新宿２－１３－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6417961600

（市外）

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）

新宿区新宿２－１３－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6417961600

（市外）

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）

新宿区新宿２－１３－１２

89 提供

8999 務の提供

6416961600

（市外）

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト（株）

大阪市北区大深町３－１

79 情報・通信

7999 その他の情報・通信

6414118500

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国

松山市三番町四丁目９－６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414118500

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国

松山市三番町四丁目９－６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414118500

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国

松山市三番町四丁目９－６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414118500

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国

松山市三番町四丁目９－６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414118500

（市外）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国

松山市三番町四丁目９－６

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

高松市錦町２－４－８

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414133500

（準市内） （株）ＮＴＴドコモ 四国支社

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

6419595600

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

8999 務の提供

7903 システムの保守・管理

その他の業務委託・役

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

その他の業務委託・役

0288 事務用機器類の修繕

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

0106 収録用品

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

6414133500

（準市内） （株）ＮＴＴドコモ 四国支社

高松市錦町２－４－８

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

6414133500

（準市内） （株）ＮＴＴドコモ 四国支社

高松市錦町２－４－８

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414133500

（準市内） （株）ＮＴＴドコモ 四国支社

高松市錦町２－４－８

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

松山市二番町３－６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

7109 電気通信機器

7199 ス

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

6414094800

（市外）

ＮＴＴファイナンス（株） 四国支店

通信・放送設備の保守

6414387800

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ 香川支店

高松市円座町２００－１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414387800

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ 香川支店

高松市円座町２００－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414387800

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ 香川支店

高松市円座町２００－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414387800

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ 香川支店

高松市円座町２００－１

89 提供

8999 務の提供

6414198600

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ関西 香川支店

高松市円座町２００－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414198600

（準市内） （株）ＮＴＴファシリティーズ関西 香川支店

高松市円座町２００－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

その他の業務委託・役務の

（市外）

（株）エネット

港区芝公園２－６－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414241600

（市外）

荏原実業（株） 大阪支社

大阪市中央区平野町３－２－１３

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

6414241600

（市外）

荏原実業（株） 大阪支社

大阪市中央区平野町３－２－１３

75 建築設備保守点検

7510 検

監視制御装置の保守点

6414110900

（準市内） （株）荏原製作所 四国支店

高松市伏石町２１５１－２

23 車両類

2399 その他の車両類

6414110900

（準市内） （株）荏原製作所 四国支店

高松市伏石町２１５１－２

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414110900

（準市内） （株）荏原製作所 四国支店

高松市伏石町２１５１－２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414388000

（準市内） 荏原冷熱システム（株） 四国営業所

高松市伏石町２１５１－２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414388000

（準市内） 荏原冷熱システム（株） 四国営業所

高松市伏石町２１５１－２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

2499 その他の産業用機械類
7511 消防設備の保守点検

その他の建築設備の保

その他の建築設備の保

6414208300

（市外）

（株）愛媛電算

松山市大手町１－１１－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414208300

（市外）

（株）愛媛電算

松山市大手町１－１１－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414844600

（市外）

エフ・エー・システム・エンジニアリング（株）

松山市北藤原町１－２６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6421009600

（準市内） （株）エブリプラン 四国支社

高松市丸の内４－６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421009600

（準市内） （株）エブリプラン 四国支社

高松市丸の内４－６

79 情報・通信

7905 データ処理

6421009600

（準市内） （株）エブリプラン 四国支社

高松市丸の内４－６

80 企画・制作

8004 イベント

6421009600

（準市内） （株）エブリプラン 四国支社

高松市丸の内４－６

89 提供

8999 務の提供

6414058500

（準市内） （株）エム・イー・サイエンス 高松営業所

高松市松縄町１０１１－１７

11 医療機器類

1101 器具

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

8006 デザイン

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6414238800

（市外）

（株）エムアンドエイチ

江東区扇橋三丁目１５－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414238800

（市外）

（株）エムアンドエイチ

江東区扇橋三丁目１５－１

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6417237600

（市外）

（株）エムケーインデクト

木田郡三木町池戸甲６３９－１

51 買受

5101 金属屑

6417237600

（市外）

（株）エムケーインデクト

木田郡三木町池戸甲６３９－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6417237600

（市外）

（株）エムケーインデクト

木田郡三木町池戸甲６３９－１

76 廃棄物処理

6417237600

（市外）

（株）エムケーインデクト

木田郡三木町池戸甲６３９－１

89 提供

8999 務の提供

6414187700

（市内）

（株）ＭＣＳ

高松市三谷町３９７７

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414187700

（市内）

（株）ＭＣＳ

高松市三谷町３９７７

89 提供

8999 務の提供

6414653000

（市外）

（株）えむぼま

松山市余戸中四丁目５－４３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414653000

（市外）

（株）えむぼま

松山市余戸中四丁目５－４３

21 電気機器類

2106 無線機

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

6416869600

その他の業務委託・役務の

営業種目７

7405 除草・草刈

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

7604 処分（一般廃棄物）

処分（特別管理産業廃

7999 その他の情報・通信

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414653000

（市外）

（株）えむぼま

松山市余戸中四丁目５－４３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414653000

（市外）

（株）えむぼま

松山市余戸中四丁目５－４３

80 企画・制作

8006 デザイン

6414187600

（市外）

（株）ＬＳＩメディエンス

千代田区内神田一丁目１３－４

82 医療

8203 医療検査

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8006 デザイン

6419851600

（準市内） （株）エレパ 高松営業所

高松市伏石町２０８８－２２

89 提供

8901 複写

8902 翻訳・通訳

その他の業務委託・役務の

0288 事務用機器類の修繕

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

1704 ポリ袋･ラップ類

（市内）

（有）遠藤家庭用品

高松市木太町２８３４－４

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

1703 家事雑貨

6414671400

（市内）

（有）遠藤家庭用品

高松市木太町２８３４－４

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414479600

（市外）

（株）オーイーシー

大分市東春日町１７－５７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414479600

（市外）

（株）オーイーシー

大分市東春日町１７－５７

21 電気機器類

2188 電気機器類の修繕

6414479600

（市外）

（株）オーイーシー

大分市東春日町１７－５７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414479600

（市外）

（株）オーイーシー

大分市東春日町１７－５７

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

6414037800

（市内）

（株）オーエー・システムシャープ

高松市室新町３－７

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

6414318400

（市外）

（株）オーエムアイ

大洲市東大洲９０９－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6416653900

（市内）

（株）大川観光 本社営業所

高松市丸の内５－５

80 企画・制作

8008 旅行企画

高松市丸の内５－５

81 運搬・保管

8102 旅客運送

（準市内） 大川自動車（株） 高松営業所

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

営業種目５

7903 システムの保守・管理

6414671400

6414174400

営業種目４

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

1705 ﾊﾟｰ

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

3106 旗

3107 のぼり

3199 旗類

（市内）

（有）大川原染色本舗

高松市築地町９－２１

31 看板・テント・旗類

3103 腕章

3104 たれ幕

6414156100

（市内）

（有）大川原染色本舗

高松市築地町９－２１

33 贈答

3303 繊維製品

3304 工芸品

6414728400

（市外）

（株）オークス

渋谷区代々木二丁目７－７

82 医療

8201 医療事務

6414728500

（市外）

大倉工業（株） 合成樹脂事業部 四国営業所

丸亀市中津町１５１５

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414710900

（市外）

（株）大阪オートマティック・サービス

大阪市平野区平野北一丁目５－６

02 事務用機器類

0299 その他の事務用機器類

6414710900

（市外）

（株）大阪オートマティック・サービス

大阪市平野区平野北一丁目５－６

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

6414174500

（市外）

（株）大阪共立

大阪市東成区深江北一丁目１０－２５

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414309500

（市外）

（有）大島商会

綾歌郡綾川町陶７４０７－１

62 資材

6203 花崗土

6414309500

（市外）

（有）大島商会

綾歌郡綾川町陶７４０７－１

71 レンタル・リース

7101 車両

7108 建設機械

6414056700

（市内）

オーダー商事（有）

高松市本町３－３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

3106 旗

6414056700

（市内）

オーダー商事（有）

高松市本町３－３

33 贈答

3301 カード類

3302 ノベルティグッズ

3303 繊維製品

3304 工芸品

3399 その他の贈答

6414056700

（市内）

オーダー商事（有）

高松市本町３－３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

6414078800

（市内）

（株）大高商会

高松市井口町２－６

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

6414078800

（市内）

（株）大高商会

高松市井口町２－６

25 工具・塗装等用品類

2504 塗装用品

6414078800

（市内）

（株）大高商会

高松市井口町２－６

83 機器等保守点検

8399 点検

6417108400

（市内）

（株）オオタケ

高松市扇町二丁目２－５

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

6417108400

（市内）

（株）オオタケ

高松市扇町二丁目２－５

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2705 光学機械器具

その他の工具・塗装等

2599 用品類

営業種目７

営業種目８

0299 その他の事務用機器類

7999 その他の情報・通信

1706 石けん・洗剤類

1707 収納用品

3107 のぼり

3199 旗類

その他の看板・テント・

6414156100

その他の機器等の保守

営業種目６

その他の看板・テント・

1799 その他の家庭用品類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6421267700

（市外）

大塚オーミ陶業（株）

大阪市中央区大手通三丁目２－２１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6421267700

（市外）

大塚オーミ陶業（株）

大阪市中央区大手通三丁目２－２１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414068600

（市内）

（有）大西スポーツ店

高松市番町１－９－５

07 運動用具類

0701 運動用品

0702 運動器具

0703 武道具

6414068600

（市内）

（有）大西スポーツ店

高松市番町１－９－５

15 衣料品･靴・鞄類

1509 運動靴

1510 安全靴

1599 類

6420799600

（市外）

オオノ開發（株）

松山市北梅本町甲１８４

76 廃棄物処理

7603 業廃棄物）

7606 棄物）

6414062600

（市内）

（有）オオノガス設備

高松市多肥上町１１１２－１１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

収集運搬（特別管理産

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

0788 運動用具類の修繕

0799 その他の運動用具類

高松市天神前１０－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414244700

（準市内） （株）オオバ 四国営業所

高松市天神前１０－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

0402 ゴム印

0403 公印

0404 特殊朱肉

0499 その他の印章類

0402 ゴム印

0403 公印

0404 特殊朱肉

0499 その他の印章類

（有）大場技研

高松市屋島西町２２９９ー１９

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414699600

（市内）

（有）大場技研

高松市屋島西町２２９９ー１９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414699600

（市内）

（有）大場技研

高松市屋島西町２２９９ー１９

61 製造の請負

6114 機械器具

6414055800

（市内）

（有）大原順進堂

高松市番町五丁目１－８

04 印章類

0401 回転印

6414055900

（市内）

大原南順進堂

高松市花ノ宮町二丁目１０－３０

01 文具類

0104 印判用品

6414055900

（市内）

大原南順進堂

高松市花ノ宮町二丁目１０－３０

04 印章類

0401 回転印

営業種目８

処分（特別管理産業廃

（準市内） （株）オオバ 四国営業所

（市内）

営業種目７

その他の衣料品･靴・鞄

6414244700

6414699600

営業種目６

その他の衛生薬品材料

6414690200

（準市内） （株）オーヤラックス 高松営業所

高松市築地町１６－１２

12 衛生薬品材料類

1299 類

6414690200

（準市内） （株）オーヤラックス 高松営業所

高松市築地町１６－１２

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414766100

（市内）

（株）オカウチアピー 高松店

高松市一宮町９０６－１

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

6414766100

（市内）

（株）オカウチアピー 高松店

高松市一宮町９０６－１

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

1299 類

6414696700

（市内）

岡金物（有）

高松市藤塚町１丁目８－２８

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2503 溶接器具

2504 塗装用品

2505 建物修繕用消耗品

6414696700

（市内）

岡金物（有）

高松市藤塚町１丁目８－２８

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2602 測量機器

2603 製図用機器

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6417755600

（市内）

岡崎空調設備（株）

高松市香西南町４９０－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6420381600

（市内）

（有）尾形電気工業所

高松市塩江町安原上東１６３７

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414687900

（市内）

（有）岡モータース

高松市塩江町安原下第１号１４３３ー１

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414293700

（市外）

（株）岡本 中国営業所

広島市東区曙一丁目６－１６

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

その他の衛生薬品材料

高松市中央町１－５

23 車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

6414073700

（準市内） 小川ポンプ工業（株） 高松出張所

高松市中央町１－５

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ
2106 無線機

沖ウィンテック（株）中国支店

広島市中区鉄砲町８－１８

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414205300

（市外）

沖ウィンテック（株）中国支店

広島市中区鉄砲町８－１８

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414205300

（市外）

沖ウィンテック（株）中国支店

広島市中区鉄砲町８－１８

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414134100

（市内）

沖津電気工業（株）

高松市宮脇町１－７－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414134100

（市内）

沖津電気工業（株）

高松市宮脇町１－７－３０

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

通信・放送設備の保守

6414134200

（準市内） （株）沖電気カスタマアドテック 四国支社

高松市今里町２－３０－２０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414134200

（準市内） （株）沖電気カスタマアドテック 四国支社

高松市今里町２－３０－２０

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414134200

（準市内） （株）沖電気カスタマアドテック 四国支社

高松市今里町２－３０－２０

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414134200

（準市内） （株）沖電気カスタマアドテック 四国支社

高松市今里町２－３０－２０

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414134300

（準市内） 沖電気工業（株） 四国支社

高松市番町１－７－５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

特種用途車両（ぎ装・架

（準市内） 小川ポンプ工業（株） 高松出張所

（市外）

その他の工具・塗装等

2599 用品類

その他の建築設備の保

6414073700

6414205300

工具・塗装等用品類の

2588 修繕

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

通信・放送設備の保守

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

2908 安全保護具

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414134300

（準市内） 沖電気工業（株） 四国支社

高松市番町１－７－５

21 電気機器類

2106 無線機

6414134300

（準市内） 沖電気工業（株） 四国支社

高松市番町１－７－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414134300

（準市内） 沖電気工業（株） 四国支社

高松市番町１－７－５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

高松市磨屋町５－９

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414100800

（市内）

（株）オックス

6414053600

（準市内） （株）乙媛印刷社 高松営業所

高松市田村町３６０

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414053600

（準市内） （株）乙媛印刷社 高松営業所

高松市田村町３６０

43 印刷(その他)

4302 地図

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

8004 イベント

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

1199 その他の医療機器類

営業種目６

営業種目７

6414134400

（市内）

（株）オノコー商事

高松市天神前３－１４

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414134400

（市内）

（株）オノコー商事

高松市天神前３－１４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

6414058700

（市内）

尾路医科器械（株）

高松市中野町１２－６

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

6414058700

（市内）

尾路医科器械（株）

高松市中野町１２－６

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2602 測量機器

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6414058700

（市内）

尾路医科器械（株）

高松市中野町１２－６

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

7106 衛生介護用品

6414058700

（市内）

尾路医科器械（株）

高松市中野町１２－６

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6414058700

（市内）

尾路医科器械（株）

高松市中野町１２－６

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414131500

（市内）

（株）オプチカル

高松市屋島西町２４８４－８

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414131500

（市内）

（株）オプチカル

高松市屋島西町２４８４－８

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

7510 検

診療･手術･臨床用機械

営業種目８

2288 視聴覚機器類の修繕

22 視聴覚機器類
6414131500

（市内）

（株）オプチカル

高松市屋島西町２４８４－８

2299 その他の視聴覚機器類

6414131500

（市内）

（株）オプチカル

高松市屋島西町２４８４－８

71 レンタル・リース

7199 ス

6419217600

（市内）

（株）オプティマ

高松市高松町８７６－９

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2199 その他の電気機器類

6419217600

（市内）

（株）オプティマ

高松市高松町８７６－９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2488 産業用機械類の修繕

6420009600

（市外）

（株）オプティマ

品川区大崎三丁目５－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6420009600

（市外）

（株）オプティマ

品川区大崎三丁目５－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6420009600

（市外）

（株）オプティマ

品川区大崎三丁目５－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414114100

（市外）

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 中四国支
広島市中区東千田町２－９－２９
店

11 医療機器類

1101 器具

6414114100

（市外）

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 中四国支
広島市中区東千田町２－９－２９
店

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414114100

（市外）

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 中四国支
広島市中区東千田町２－９－２９
店

89 提供

8999 務の提供

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

2499 その他の産業用機械類

7903 システムの保守・管理

診療･手術･臨床用機械

その他の業務委託・役

75 建築設備保守点検
通信・放送設備の保守

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

77 警備・受付

6414085600

（市内）

オリーブ美家工業（株）

高松市天神前４－３１

89 提供

8905 人材派遣

6420525600

（市内）

（株）オリーブヒルズ

高松市上之町１－５－１８

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2503 溶接器具

2504 塗装用品

2505 建物修繕用消耗品

2588 修繕

2599 用品類

6420525600

（市内）

（株）オリーブヒルズ

高松市上之町１－５－１８

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

その他の業務委託・役務の

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7701 常駐警備

7704 駐車場管理

監視制御装置の保守点

29 消防・防災用具類
消防・防災用具類の修

6420525600

（市内）

（株）オリーブヒルズ

高松市上之町１－５－１８

2988 繕

6420011600

（市外）

オリエンタル機電（株）

大阪市中央区南船場四丁目６－１０

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6420011600

（市外）

オリエンタル機電（株）

大阪市中央区南船場四丁目６－１０

83 機器等保守点検

8399 点検

その他の機器等の保守

その他の消防・防災用

2999 具類

工具・塗装等用品類の

7511 消防設備の保守点検

その他の工具・塗装等

2908 安全保護具

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

6414537200

（準市内） （株）オリエンタルコンサルタンツ 四国支店

高松市寿町１－３－２

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414537200

（準市内） （株）オリエンタルコンサルタンツ 四国支店

高松市寿町１－３－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414537200

（準市内） （株）オリエンタルコンサルタンツ 四国支店

高松市寿町１－３－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定
ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

営業種目３

営業種目４

営業種目５

6414056900

（市内）

（有）おりえんと

高松市瓦町１丁目３－１

17 家庭用品類

1704 ポリ袋･ラップ類

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

6414056900

（市内）

（有）おりえんと

高松市瓦町１丁目３－１

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

3303 繊維製品

3399 その他の贈答

6414101000

（市内）

（株）オリコ

高松市紺屋町４－１０

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414101000

（市内）

（株）オリコ

高松市紺屋町４－１０

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

2303 特種用途車両

2305 自転車・自動二輪車

2388 車両類の修繕

3103 腕章

3104 たれ幕

6414729900

（準市内） オリジナル設計（株） 香川営業所

高松市鬼無町６２５－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414729900

（準市内） オリジナル設計（株） 香川営業所

高松市鬼無町６２５－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414729900

（準市内） オリジナル設計（株） 香川営業所

高松市鬼無町６２５－１

89 提供

8999 務の提供

6414259200

（準市内） オリックス自動車（株） 高松支店

高松市紺屋町９－６

23 車両類

2301 一般車両

6414259200

（準市内） オリックス自動車（株） 高松支店

高松市紺屋町９－６

71 レンタル・リース

7101 車両

その他の業務委託・役務の

営業種目６

営業種目７

1799 その他の家庭用品類

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

3105 テント

3106 旗

3107 のぼり

3199 旗類

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

2388 車両類の修繕

0988 保育用具類の修繕

7905 データ処理

その他の業務委託・役

2302 特殊車両

6414162700

（市内）

（有）ガードシステム香川

高松市元山町５３－１

77 警備・受付

7704 駐車場管理

6414209900

（市外）

（株）会議録研究所

新宿区市谷八幡町１６

22 視聴覚機器類

2299 その他の視聴覚機器類

6414209900

（市外）

（株）会議録研究所

新宿区市谷八幡町１６

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414209900

（市外）

（株）会議録研究所

新宿区市谷八幡町１６

71 レンタル・リース

7199 ス

6414209900

（市外）

（株）会議録研究所

新宿区市谷八幡町１６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414209900

（市外）

（株）会議録研究所

新宿区市谷八幡町１６

89 提供

8902 翻訳・通訳

8903 速記

6420215000

（市外）

（株）カイテック

新宿区住吉町１－１５

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6420215000

（市外）

（株）カイテック

新宿区住吉町１－１５

89 提供

8999 務の提供

6414201600

（市内）

（有）海プランニング

高松市室町１９１９－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414201600

（市内）

（有）海プランニング

高松市室町１９１９－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414201600

（市内）

（有）海プランニング

高松市室町１９１９－１

71 レンタル・リース

7107 植物

7199 ス

6414201600

（市内）

（有）海プランニング

高松市室町１９１９－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

6414469100

（市外）

香川アロー（株）

観音寺市柞田町甲８３２－１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414469100

（市外）

香川アロー（株）

観音寺市柞田町甲８３２－１

35 ガス類

3503 ガス器具

6414469100

（市外）

香川アロー（株）

観音寺市柞田町甲８３２－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6414191500

（市内）

香川いすゞ自動車（株）

高松市春日町１３１５

23 車両類

2301 一般車両

2303 特種用途車両

2304 装）

2306 車両部品・用品類

6414191500

（市内）

香川いすゞ自動車（株）

高松市春日町１３１５

51 買受

5103 車両

6414062700

（市内）

香川エルピーガスクリーン（同）

高松市松縄町１１３２－１７

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

6414066800

（市内）

香川学販（株）

高松市三条町５８４

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

6414066800

（市内）

香川学販（株）

高松市三条町５８４

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1004 図書用品

1099 その他の図書類

6414150300

（市内）

香川菅公学生服（株）

高松市香川町川東下７５５－１

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

0907 保育備品

1504 帽子

1506 雨衣

1509 運動靴

1511 バッグ

1599 類

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目８

7799 その他の警備・受付

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

3102 掲示板

その他の看板・テント・

その他のレンタル・リー

その他の建築設備の保
特種用途車両（ぎ装・架

09 保育用具類
6414150300

（市内）

香川菅公学生服（株）

高松市香川町川東下７５５－１

0999 その他の保育用具類

6414150300

（市内）

香川菅公学生服（株）

高松市香川町川東下７５５－１

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

1502 作業服

6416781600

（市内）

（株）カガワキーサービス

高松市多肥下町１５８５－１６

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

その他の衣料品･靴・鞄

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6416781600

（市内）

（株）カガワキーサービス

高松市多肥下町１５８５－１６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6416781600

（市内）

（株）カガワキーサービス

高松市多肥下町１５８５－１６

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6416781600

（市内）

（株）カガワキーサービス

高松市多肥下町１５８５－１６

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6419649600

（市内）

香川銀コンピューターサービス（株）

高松市中新町１３－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6419649600

（市内）

香川銀コンピューターサービス（株）

高松市中新町１３－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414694400

（市内）

（有）香川クリーンリース

高松市牟礼町牟礼２５８８－３８

18 清掃用具類

1801 モップ類

6414694400

（市内）

（有）香川クリーンリース

高松市牟礼町牟礼２５８８－３８

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6414162800

（市内）

香川警備保障（株）

高松市西宝町１丁目４－１７

77 警備・受付

7701 常駐警備

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414682300

（市内）

香川県学校用品（株）

高松市鹿角町３１４ー３

09 保育用具類

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0904 乳幼児用品

6414682300

（市内）

香川県学校用品（株）

高松市鹿角町３１４ー３

10 図書類

1001 書籍

1004 図書用品

6414709400

（市内）

（株）香川県環境衛生センター

高松市川部町１００４ー４

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414673400

（市内）

香川県教科図書（株）

高松市朝日新町１６－１４

08 学校教材類

0801 教育教材

6414700900

（市内）

香川県建築設計（同）

高松市天神前５－１８

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414700900

（市内）

香川県建築設計（同）

高松市天神前５－１８

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

7599 守点検

6414241700

（市内）

香川県ゴム製品販売（株）

高松市城東町２丁目１５－２

15 衣料品･靴・鞄類

1504 帽子

1505 手袋

6414057100

（市内）

香川県漆器工業（同）

高松市春日町１５９５

33 贈答

3304 工芸品

6414057100

（市内）

香川県漆器工業（同）

高松市春日町１５９５

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414674400

（市内）

香川県自動車整備工業（同）

高松市林町２５０５－４

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

6414713800

（市外）

香川県消火栓標識

綾歌郡綾川町陶２０５３－１

29 消防・防災用具類

2988 繕

6414713800

（市外）

香川県消火栓標識

綾歌郡綾川町陶２０５３－１

32 標識類

3299 その他の標識類

6416971700

（市内）

一（社）香川県食品衛生協会

高松市番町四丁目１－１０

89 提供

8999 務の提供

6414194100

（市内）

香川県森林組合連合会

高松市中野町２３－２

15 衣料品･靴・鞄類

1599 類

6414194100

（市内）

香川県森林組合連合会

高松市中野町２３－２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414194100

（市内）

香川県森林組合連合会

高松市中野町２３－２

62 資材

6207 木材

6414194100

（市内）

香川県森林組合連合会

高松市中野町２３－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414180800

（市内）

香川県造園事業（同）

高松市鬼無町鬼無７４１－１

14 農業･園芸用品類

6414180800

（市内）

香川県造園事業（同）

高松市鬼無町鬼無７４１－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414180800

（市内）

香川県造園事業（同）

高松市鬼無町鬼無７４１－１

78 調査・測定

6414180800

（市内）

香川県造園事業（同）

高松市鬼無町鬼無７４１－１

89 提供

8999 務の提供

6414062900

（市内）

香川県総合エネルギー（同）

高松市天神前１０－５

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414684700

（市内）

（株）香川県中央自動車学校

高松市東山崎町２００－１

89 提供

8999 務の提供

6414207300

（市内）

香川県南部浄化センター（有）

高松市多肥上町２０３１－１

75 建築設備保守点検

6414086000

（市内）

香川県ビル管理（同）

高松市林町２２１７－１５

6414086000

（市内）

香川県ビル管理（同）

6414086000

（市内）

6420093600

（市内）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

1899 その他の清掃用具類

0906 教材教具

0907 保育備品

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

1510 安全靴

1599 類

2303 特種用途車両

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

7599 守点検

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

高松市林町２２１７－１５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

香川県ビル管理（同）

高松市林町２２１７－１５

77 警備・受付

7703 受付

7704 駐車場管理

かがわ県民情報サービス（株）

高松市サンポート２－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目８

その他の建築設備の保

0905 絵画製作用品

その他の業務委託・役務の

営業種目７

消防・防災用具類の修

0999 その他の保育用具類

0899 その他の学校教材類

監視制御装置の保守点

その他の建築設備の保
その他の衣料品･靴・鞄

その他の消防・防災用

2999 具類

その他の業務委託・役
その他の衣料品･靴・鞄

1402 肥料

その他の農業･園芸用

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

7899 その他の調査・測定
その他の業務委託・役
その他のガソリン･軽油・

その他の業務委託・役
その他の建築設備の保

監視制御装置の保守点

その他の建築設備の保

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420093600

（市内）

かがわ県民情報サービス（株）

高松市サンポート２－１

80 企画・制作

8002 展示物

6414166300

（市内）

（一社）香川県薬剤師会

高松市亀岡町９－２０

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414166300

（市内）

（一社）香川県薬剤師会

高松市亀岡町９－２０

78 調査・測定

7802 環境測定

7803 理化学検査

6414672300

（市内）

（有）香川こどものとも社

高松市木太町３３７５－１９

09 保育用具類

0901 保育遊具

0902 運動遊具

6414672300

（市内）

（有）香川こどものとも社

高松市木太町３３７５－１９

10 図書類

1001 書籍

1004 図書用品

6414124200

（市内）

（株）香川サイエンス

高松市木太町５０９９－５

11 医療機器類

1101 器具

6414124200

（市内）

（株）香川サイエンス

高松市木太町５０９９－５

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

6414080900

（市外）

香川西部森林組合

仲多度郡まんのう町炭所西６７０

6414127900

（市内）

香川ダイハツ販売（株）

6414694000

（市内）

6414117600

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２
8003 映画・ビデオ

営業種目３

営業種目４

営業種目５

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1199 その他の医療機器類

2703 環境測定機器

2705 光学機械器具

2707 気象計器類

2799 その他の理化学機器類

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

高松市春日町１４１５－１

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

（株）香川ダイハツモータース

高松市香西南町４１０

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

（市外）

香川東部森林組合

さぬき市寒川町石田東甲１７０８－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

6414677900

（市内）

（株）香川時計商会

高松市多賀町三丁目４－１

21 電気機器類

2104 時計

6414128000

（市内）

香川トヨタ自動車（株）

高松市番町二丁目５－１４

23 車両類

2301 一般車両

6414128100

（市内）

香川トヨペット（株）

高松市香西南町５７７－２

23 車両類

2301 一般車両

6414673900

（市内）

香川ひかりのくに

高松市三谷町４３６２－７

01 文具類

0102 紙製品

6414673900

（市内）

香川ひかりのくに

高松市三谷町４３６２－７

09 保育用具類

0901 保育遊具

6414128300

（市内）

香川日野自動車（株）

高松市春日町１４８１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414086100

（市内）

香川ビルメン（株）

高松市林町２２１７－１５

73 建物管理

6414086100

（市内）

香川ビルメン（株）

高松市林町２２１７－１５

6414086100

（市内）

香川ビルメン（株）

6414128400

（市内）

6414114600

営業種目６

営業種目７

営業種目８

0906 教材教具

0907 保育備品

0999 その他の保育用具類

7405 除草・草刈

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

2304 装）

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

2303 特種用途車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

高松市林町２２１７－１５

77 警備・受付

7703 受付

7704 駐車場管理

香川マツダ販売（株）

高松市香西東町４０８

23 車両類

2301 一般車両

2303 特種用途車両

2304 装）

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

（市内）

香川ミシン（株）

高松市丸亀町１２－３

08 学校教材類

0801 教育教材

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

6414114600

（市内）

香川ミシン（株）

高松市丸亀町１２－３

09 保育用具類

0988 保育用具類の修繕

0999 その他の保育用具類

6414128500

（市内）

香川三菱自動車販売（株）

高松市観光通二丁目８－２４

23 車両類

2301 一般車両

2303 特種用途車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

6420053600

（市内）

（有）カギ商

高松市花ノ宮町１丁目１２－１

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

6420053600

（市内）

（有）カギ商

高松市花ノ宮町１丁目１２－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

2288 視聴覚機器類の修繕

6420053600

（市内）

（有）カギ商

高松市花ノ宮町１丁目１２－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6420053600

（市内）

（有）カギ商

高松市花ノ宮町１丁目１２－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414298500

（市外）

柏原計器工業（株）

柏原市本郷５－３－２８

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414298500

（市外）

柏原計器工業（株）

柏原市本郷５－３－２８

61 製造の請負

6106 計量器
7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7599 守点検

7702 機械警備

7704 駐車場管理

診療･手術･臨床用機械

特種用途車両（ぎ装・架

特種用途車両（ぎ装・架

（準市内） 鹿島建物総合管理（株） 四国営業所

高松市亀井町１－３

73 建物管理

6414086200

（準市内） 鹿島建物総合管理（株） 四国営業所

高松市亀井町１－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6414086200

（準市内） 鹿島建物総合管理（株） 四国営業所

高松市亀井町１－３

75 建築設備保守点検
6414086200

（準市内） 鹿島建物総合管理（株） 四国営業所

高松市亀井町１－３

6414086200

（準市内） 鹿島建物総合管理（株） 四国営業所

高松市亀井町１－３

77 警備・受付

7701 常駐警備

高松市春日町１８６－１

09 保育用具類

0903 園庭遊具

（市内）

春日緑地建設（株）

監視制御装置の保守点

0907 保育備品

その他の建築設備の保

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

その他の建築設備の保

6414086200

6414148300

特種用途車両（ぎ装・架

通信・放送設備の保守

エレベーターの保守点
その他の建築設備の保

7407 有害鳥獣・害虫駆除
7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

監視制御装置の保守点

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414148300

（市内）

春日緑地建設（株）

高松市春日町１８６－１

14 農業･園芸用品類

6414148300

（市内）

春日緑地建設（株）

高松市春日町１８６－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6414148300

（市内）

春日緑地建設（株）

高松市春日町１８６－１

83 機器等保守点検

8302 遊具保守点検

6414651200

（市内）

（有）ＫＡＺＵ空調

高松市茜町１０－１２

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414651200

（市内）

（有）ＫＡＺＵ空調

高松市茜町１０－１２

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6415522700

（市外）

（株）価値総合研究所

千代田区大手町１－９－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414086300

（市内）

（株）桂組

高松市新田町甲１９１８－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

6414700400

（市内）

（株）加藤技建

高松市香川町川東上２２５３－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

6414417000

（市外）

カトーレック（株） 美術輸送東京支店

江東区枝川二丁目８－７

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414076500

（市内）

（株）カナック

高松市三谷町１３６

02 事務用機器類

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414076500

（市内）

（株）カナック

高松市三谷町１３６

61 製造の請負

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6103 塩ビ管

6414076500

（市内）

（株）カナック

高松市三谷町１３６

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414701000

（市内）

（株）カナック・ビジネス・ソリューション

高松市三谷町１３６

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414701000

（市内）

（株）カナック・ビジネス・ソリューション

高松市三谷町１３６

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

6414701000

（市内）

（株）カナック・ビジネス・ソリューション

高松市三谷町１３６

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414701000

（市内）

（株）カナック・ビジネス・ソリューション

高松市三谷町１３６

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414530300

（市内）

（有）鹿庭産商

高松市福岡町一丁目７－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414530300

（市内）

（有）鹿庭産商

高松市福岡町一丁目７－１

89 提供

8999 務の提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１
1401 農薬

営業種目２

営業種目３

営業種目５

営業種目６

営業種目７

その他の農業･園芸用

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

1499 品類

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

2103 照明器具

7499 その他の施設管理

7509 ボイラーの点検・清掃

通信・放送設備の保守

7605 処分（産業廃棄物）

その他の業務委託・役

6414457600

（準市内） （株）兼子 高松営業所

高松市牟礼町大町１１６８－１

51 買受

5101 金属屑

6414457600

（準市内） （株）兼子 高松営業所

高松市牟礼町大町１１６８－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

5102 紙・繊維

6414387500

（市内）

鎌長製衡（株） 中・四国支店

高松市牟礼町牟礼２２４６

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414387500

（市内）

鎌長製衡（株） 中・四国支店

高松市牟礼町牟礼２２４６

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414387500

（市内）

鎌長製衡（株） 中・四国支店

高松市牟礼町牟礼２２４６

83 機器等保守点検

8399 点検

6414271800

（市内）

（有）鎌野造園

高松市三谷町８４－１

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

6414271800

（市内）

（有）鎌野造園

高松市三谷町８４－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414271800

（市内）

（有）鎌野造園

高松市三谷町８４－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414046800

（市内）

（株）紙の杉山

高松市春日町１６０６

02 事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414046800

（市内）

（株）紙の杉山

高松市春日町１６０６

05 紙類

0501 封筒

6414063100

（市内）

（株）亀田石油

高松市香西北町１７０－３

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414709000

（市内）

（有）亀谷通信工業

高松市新田町甲２１４７－２

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414709000

（市内）

（有）亀谷通信工業

高松市新田町甲２１４７－２

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414727300

（市外）

（株）苅野

直方市大字上頓野字蕪良谷４６３６ー１０

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

その他の機器等の保守

1404 苗木

1405 種子

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

0502 複写機用紙

0503 印刷用紙

0504 包装用紙

0505 和紙･板紙

0506 特殊紙

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

0602 楽譜

0699 その他の音楽用具類

通信・放送設備の保守

6414068800

（準市内） （株）河合楽器製作所 高松店

高松市内町４－１

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

6414068800

（準市内） （株）河合楽器製作所 高松店

高松市内町４－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414068800

（準市内） （株）河合楽器製作所 高松店

高松市内町４－１

83 機器等保守点検

8303 楽器調律

6414068800

（準市内） （株）河合楽器製作所 高松店

高松市内町４－１

89 提供

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

8999 務の提供

0599 その他の紙類

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414669700

（市内）

商号又は名称
（有）川田石油

業種名

契約先所在地

営業種目１

高松市三谷町３８５－５

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン
診療･手術･臨床用機械

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

6414059100

（準市内） （株）カワニシ 高松支店

高松市西ハゼ町２７６－１

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

6414059100

（準市内） （株）カワニシ 高松支店

高松市西ハゼ町２７６－１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1299 類

6414059100

（準市内） （株）カワニシ 高松支店

高松市西ハゼ町２７６－１

82 医療

8204 医療機器の保守点検

8299 その他の医療

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他のガソリン･軽油・

3499 灯油類

その他の衛生薬品材料

6414309700

（市外）

（株）川西水道機器

綾歌郡綾川町陶７１８８－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414063200

（市内）

川西石油（株）

高松市塩上町１１－８

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414048500

（市内）

（有）河端商会

高松市新田町甲２５３１－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414206100

（市内）

（有）川淵帽子店

高松市田町９－２５

15 衣料品･靴・鞄類

1504 帽子

6414038700

（市内）

（有）川文商店

高松市鶴市町９８４

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414038700

（市内）

（有）川文商店

高松市鶴市町９８４

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414115100

（市外）

（株）カワムラ

坂出市昭和町１－４－３０

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

6414115100

（市外）

（株）カワムラ

坂出市昭和町１－４－３０

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6414115100

（市外）

（株）カワムラ

坂出市昭和町１－４－３０

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414115100

（市外）

（株）カワムラ

坂出市昭和町１－４－３０

82 医療

8204 医療機器の保守点検

高松市一宮町７３９－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414706000

（準市内） （株）川本製作所

高松営業所

3404 Ａ重油

7509 ボイラーの点検・清掃

6414387200

（市内）

（株）環境技術研究所

高松市成合町字東下所８２３ー１

78 調査・測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6416799600

（市外）

環境計測（株）

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

2707 気象計器類

6416799600

（市外）

環境計測（株）

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４

71 レンタル・リース

7199 ス

6416799600

（市外）

環境計測（株）

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6416799600

（市外）

環境計測（株）

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6416799600

（市外）

環境計測（株）

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414456500

（市内）

環境コンサルタント（株）

高松市鶴市町１６１０－５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6417417600

（市外）

環境電子（株）

福岡市早良区田隅二丁目１７－１

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6417417600

（市外）

環境電子（株）

福岡市早良区田隅二丁目１７－１

71 レンタル・リース

7199 ス

6417417600

（市外）

環境電子（株）

福岡市早良区田隅二丁目１７－１

83 機器等保守点検

8399 点検

その他のレンタル・リー

7503 浄化槽保守点検

その他のレンタル・リー
その他の機器等の保守

6414487500

（準市内） （株）環境防災 高松営業所

高松市寿町一丁目１－１２

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414487500

（準市内） （株）環境防災 高松営業所

高松市寿町一丁目１－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414107900

（市外）

（株）かんこう 四国営業所

南国市岡豊町中島３２２－９

43 印刷(その他)

4302 地図

6414107900

（市外）

（株）かんこう 四国営業所

南国市岡豊町中島３２２－９

78 調査・測定

7801 調査・研究

7804 作業環境測定

6414107900

（市外）

（株）かんこう 四国営業所

南国市岡豊町中島３２２－９

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414107900

（市外）

（株）かんこう 四国営業所

南国市岡豊町中島３２２－９

89 提供

8999 務の提供

6414726300

（市外）

（株）カンサイ

広島市佐伯区五日市町大字石内４６０

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414726300

（市外）

（株）カンサイ

広島市佐伯区五日市町大字石内４６０

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414163000

（市内）

関西警備保障（株）

高松市三谷町１２６－１

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414310500

（市内）

関西水栓（株）

高松市鶴市町２００６－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414310500

（市内）

関西水栓（株）

高松市鶴市町２００６－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

その他の業務委託・役務の

2788 理化学機器類の修繕

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

7905 データ処理

7906 計算業務

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

その他の業務委託・役

7703 受付

処分（特別管理産業廃

7606 棄物）

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414310500

（市内）

関西水栓（株）

高松市鶴市町２００６－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414108000

（市外）

（株）管総研

尼崎市浜１－１－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414108000

（市外）

（株）管総研

尼崎市浜１－１－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414108000

（市外）

（株）管総研

尼崎市浜１－１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414722500

（市外）

（株）カンツール 大阪営業所

大阪市城東区成育１－６－２６

23 車両類

2303 特種用途車両

6414722500

（市外）

（株）カンツール 大阪営業所

大阪市城東区成育１－６－２６

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414722500

（市外）

（株）カンツール 大阪営業所

大阪市城東区成育１－６－２６

71 レンタル・リース

7199 ス

6414150500

（市内）

冠野（株）

高松市瓦町二丁目７－２６

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

6414150500

（市内）

冠野（株）

高松市瓦町二丁目７－２６

29 消防・防災用具類

2906 消防用被服

6414714200

（市外）

菊池建設工業（株）

松山市別府町６２０－２

89 提供

8999 務の提供

6417695600

（市外）

（株）ぎじろくセンター

宇部市大字西岐波１５４０－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417695600

（市外）

（株）ぎじろくセンター

宇部市大字西岐波１５４０－１２

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6417695600

（市外）

（株）ぎじろくセンター

宇部市大字西岐波１５４０－１２

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6417695600

（市外）

（株）ぎじろくセンター

宇部市大字西岐波１５４０－１２

89 提供

8999 務の提供

6414174900

（市外）

（株）議事録発行センター

岡山市北区高柳西町１－２３

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2299 その他の視聴覚機器類

6414174900

（市外）

（株）議事録発行センター

岡山市北区高柳西町１－２３

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7999 その他の情報・通信

6414174900

（市外）

（株）議事録発行センター

岡山市北区高柳西町１－２３

89 提供

8903 速記

6414197200

（市外）

（株）木曽造船

尾道市向東町９０６

61 製造の請負

6118 船舶

6414111300

（市内）

（株）喜多猿八 高松事業部

木田郡三木町田中２５８２

12 衛生薬品材料類

1203 殺虫剤等防疫材

6414111300

（市内）

（株）喜多猿八 高松事業部

木田郡三木町田中２５８２

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

6414111300

（市内）

（株）喜多猿八 高松事業部

木田郡三木町田中２５８２

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414111300

（市内）

（株）喜多猿八 高松事業部

木田郡三木町田中２５８２

6414072700

（準市内） 北沢産業（株） 高松営業所

6414039000
6414039000

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

6102 鋳鉄管

6103 塩ビ管

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

1502 作業服

1504 帽子

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他のレンタル・リー

1505 手袋

1507 ｺﾞﾑ長靴

1510 安全靴

1511 バッグ

2899 その他の厨房機器類

その他の業務委託・役

7905 データ処理

その他の業務委託・役

1402 肥料

1403 除草剤

74 施設管理（建物管理を除く。） 7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

高松市香西東町４１２－３

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

（準市内） 北四国商事（株）

高松市朝日新町６－１８

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0299 その他の事務用機器類

（準市内） 北四国商事（株）

高松市朝日新町６－１８

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

6414111400

（市外）

北島酸素（株）

徳島市東沖洲二丁目１８

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414111400

（市外）

北島酸素（株）

徳島市東沖洲二丁目１８

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414427600

（市内）

（株）北谷植花園

高松市鬼無町佐藤１８８－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414427600

（市内）

（株）北谷植花園

高松市鬼無町佐藤１８８－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414195300

（市外）

北日本コンピューターサービス（株）

秋田市南通築地１５－３２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414195300

（市外）

北日本コンピューターサービス（株）

秋田市南通築地１５－３２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414795600

（市内）

（有）北村部分品店

高松市春日町１５６４

23 車両類

2306 車両部品・用品類

2399 その他の車両類

6414059200

（準市内） （株）キタムラメディカル 高松営業所

高松市国分寺町新名４７１－３

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414059200

（準市内） （株）キタムラメディカル 高松営業所

高松市国分寺町新名４７１－３

22 視聴覚機器類

2208 写真用具類

6414059200

（準市内） （株）キタムラメディカル 高松営業所

高松市国分寺町新名４７１－３

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414059200

（準市内） （株）キタムラメディカル 高松営業所

高松市国分寺町新名４７１－３

82 医療

8204 医療機器の保守点検

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414686100

（市内）

商号又は名称
（有）ＫＩＤ’Ｓ ササキ

業種名

契約先所在地

営業種目１
0901 保育遊具

高松市亀田南町６６７ー１０

営業種目２

営業種目３

営業種目４

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

0907 保育備品

0988 保育用具類の修繕

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

09 保育用具類
6414686100

（市内）

（有）ＫＩＤ’Ｓ ササキ

高松市亀田南町６６７ー１０

0999 その他の保育用具類

6414073900

（市内）

（有）木下保守サービス

高松市牟礼町大町１０２１－３

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

6414073900

（市内）

（有）木下保守サービス

高松市牟礼町大町１０２１－３

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414845200

（市内）

（株）キャストＫＳＢパートナーズ

高松市天神前１－２８

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

8004 イベント

8006 デザイン

6414039100

（準市内） キヤノンシステムアンドサポート（株） 高松営業部

高松市上天神町２２６－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

6414039100

（準市内） キヤノンシステムアンドサポート（株） 高松営業部

高松市上天神町２２６－１

05 紙類

0502 複写機用紙
8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ
8999 務の提供

6414163200

（市内）

（株）キャリアステーション

高松市天神前１－２８

80 企画・制作

6414163200

（市内）

（株）キャリアステーション

高松市天神前１－２８

89 提供

8905 人材派遣

6416717600

（市外）

キャリアリンク（株）

新宿区西新宿二丁目１－１

77 警備・受付

7703 受付

6416717600

（市外）

キャリアリンク（株）

新宿区西新宿二丁目１－１

79 情報・通信

7905 データ処理

6416717600

（市外）

キャリアリンク（株）

新宿区西新宿二丁目１－１

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6416717600

（市外）

キャリアリンク（株）

新宿区西新宿二丁目１－１

89 提供

8905 人材派遣

8908 債権回収

6414516800

（市外）

（株）九州文化財研究所

熊本市中央区神水一丁目３２－１９

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414516800

（市外）

（株）九州文化財研究所

熊本市中央区神水一丁目３２－１９

89 提供

8999 務の提供

80 企画・制作

8001 広告・広報

山陽小野田市大字小野田６２８９－１８

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

高松市兵庫町８－１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414194800
6417399600
6414134700

（準市内） （株）キョウエイアドインターナショナル 高松営業所 高松市寿町２ー２ー１０
（市外）

共英製鋼（株） 山口事業所

（準市内） （株）京三製作所 四国支店

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

7605 処分（産業廃棄物）

処分（特別管理産業廃

7606 棄物）

6416823600

（市外）

紀陽情報システム（株）

和歌山市中之島２２４０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6416823600

（市外）

紀陽情報システム（株）

和歌山市中之島２２４０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

6414048600

（市外）

（株）ぎょうせい 四国支社

松山市二番町４－１－２

89 提供

8999 務の提供

5102 紙・繊維

5103 車両

その他の業務委託・役務の

7903 システムの保守・管理

その他の業務委託・役

6414468700

（準市内） （有）協同回収 高松中央店

高松市上天神町３７１－１

51 買受

5101 金属屑

6414468700

（準市内） （有）協同回収 高松中央店

高松市上天神町３７１－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

3501 ＬＰガス

6414440700

（市内）

（株）共同ガス

高松市朝日町４－２０－１

35 ガス類

6417113700

（市外）

（株）協働管財

名古屋市港区惟信町６－６－３

89 提供

8999 務の提供

6418335700

（市外）

京都電子工業（株） 大阪支店

大阪市中央区北浜東１－８

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

高松市林町１４８－２０

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

大田区大森南４ー４ー１６

32 標識類

3205 原動機付自転車標識

6414246700
6414670900

（準市内） （株）協和エクシオ 四国支店
（市外）

共和工業（株）

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

6414211600

（準市内） 協和テクノロジィズ（株） 香川事業所

高松市今里町１－９－１４

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414211600

（準市内） 協和テクノロジィズ（株） 香川事業所

高松市今里町１－９－１４

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

高松市木太町２７５９－３

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414048700

（市内）

キョーワ印刷（株）

3503 ガス器具

2788 理化学機器類の修繕

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

5199 その他の買受
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業者番号

地域要
件

6414048700

（市内）

商号又は名称
キョーワ印刷（株）

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

2999 具類

ステッカー・シール・ラベ

高松市木太町２７５９－３

43 印刷(その他)

4301 ル

6414680300

（準市内） 極東開発工業（株） 四国営業所

高松市伏石町２１２３－１５

23 車両類

2303 特種用途車両

6414680300

（準市内） 極東開発工業（株） 四国営業所

高松市伏石町２１２３－１５

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414713200

（市外）

極東サービス（株）大阪営業所

尼崎市東難波町５－９－１

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

6414713200

（市外）

極東サービス（株）大阪営業所

尼崎市東難波町５－９－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414713200

（市外）

極東サービス（株）大阪営業所

尼崎市東難波町５－９－１

83 機器等保守点検

8399 点検

6414111500

（市内）

極東物産（株）

高松市塩上町２－１０－１

2499 その他の産業用機械類

その他の建築設備の保
その他の機器等の保守

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

2703 環境測定機器

2706 工業計器

1304 高分子凝集剤

13 工業薬品類
6414111500

（市内）

極東物産（株）

高松市塩上町２－１０－１

6414111500

（市内）

極東物産（株）

高松市塩上町２－１０－１

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

6414111500

（市内）

極東物産（株）

高松市塩上町２－１０－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414300700

（市外）

近畿工業（株）

三木市別所町巴２０

24 産業用機械類

2405 建設用機械器具

1399 その他の工業薬品類

その他の建築設備の保

6414201400

（準市内） キングラン中四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０１７－２６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0305 応接調度品

6414201400

（準市内） キングラン中四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０１７－２６

16 室内装飾・寝具類

1602 ベッド(一般用)

1603 じゅうたん

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414201400

（準市内） キングラン中四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０１７－２６

71 レンタル・リース

7199 ス

6414201400

（準市内） キングラン中四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０１７－２６

72 クリーニング

7299 その他のクリーニング

その他の室内装飾・寝

その他のレンタル・リー

6414455600

（市外）

錦司堂

岡山市北区花尻みどり町２－１１１

80 企画・制作

8002 展示物

6414116100

（市外）

（株）均善堂 四国営業所

さぬき市志度４６７３－１

11 医療機器類

1101 器具

6414116100

（市外）

（株）均善堂 四国営業所

さぬき市志度４６７３－１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1203 殺虫剤等防疫材

1299 類

高松市福岡町３－４－８

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7510 検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2104 時計

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414134900

（準市内） （株）きんでん 四国支社

診療･手術･臨床用機械
その他の衛生薬品材料
監視制御装置の保守点

6414747700

（市外）

キンパイ商事（株）

大阪市淀川区西宮原２－１－３

23 車両類

2303 特種用途車両

6414747700

（市外）

キンパイ商事（株）

大阪市淀川区西宮原２－１－３

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2903 避難･救助器具

2905 防災･防火用具

6414095400

（市内）

（株）クエスト

高松市香西本町５３４

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414095400

（市内）

（株）クエスト

高松市香西本町５３４

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6416911600

（市外）

草竹コンクリート工業（株）

奈良市南京終町４－２４７

61 製造の請負

6101 水道用資材

6108 鉄蓋

6414486100

（市内）

（有）草薙電気

高松市香川町浅野１５５－９

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6418341600

（市内）

楠電気保安事務所

高松市塩江町安原下第１号１４５２－１

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

6414086700

（市内）

国方防虫化学（株）

高松市木太町１２８８－２

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414086700

（市内）

国方防虫化学（株）

高松市木太町１２８８－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7403 植栽管理（害虫駆除）

2103 照明器具

7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414076700

（準市内） （株）クボタ 中四国支社四国営業所

高松市亀井町２－１

23 車両類

2303 特種用途車両

6414076700

（準市内） （株）クボタ 中四国支社四国営業所

高松市亀井町２－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2499 その他の産業用機械類

6414076700

（準市内） （株）クボタ 中四国支社四国営業所

高松市亀井町２－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6109 ポンプ

6414076700

（準市内） （株）クボタ 中四国支社四国営業所

高松市亀井町２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

2402 クレーン･コンベア

2499 その他の産業用機械類

6414175100

（市外）

クボタ環境サービス（株） 大阪支社

尼崎市浜１－１－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414175100

（市外）

クボタ環境サービス（株） 大阪支社

尼崎市浜１－１－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414175100

（市外）

クボタ環境サービス（株） 大阪支社

尼崎市浜１－１－１

89 提供

8999 務の提供

高松市亀井町２－１

23 車両類

2303 特種用途車両

6414359000

（準市内） クボタ機工（株） 四国営業所

その他の業務委託・役務の

営業種目８

その他の業務委託・役

通信・放送設備の保守

その他の消防・防災用

1308 キレート剤
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商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414359000

（準市内） クボタ機工（株） 四国営業所

高松市亀井町２－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414359000

（準市内） クボタ機工（株） 四国営業所

高松市亀井町２－１

61 製造の請負

6109 ポンプ

6414359000

（準市内） クボタ機工（株） 四国営業所

高松市亀井町２－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

2488 産業用機械類の修繕

その他の建築設備の保

6416875600

（市内）

（株）久保田工務店

高松市西内町７－２１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

6416875600

（市内）

（株）久保田工務店

高松市西内町７－２１

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

6414690400

（市内）

（有）久保電機

高松市牟礼町牟礼５ー８

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

6416645600

（市内）

（株）久保電機商会

高松市小村町５７１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6416645600

（市内）

（株）久保電機商会

高松市小村町５７１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

6414215300

（市内）

（有）久保農機商会

高松市東山崎町１８７－５

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

6414457300

（市外）

（株）熊谷興産

岡山市北区青江５－２２－３４

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414457300

（市外）

（株）熊谷興産

岡山市北区青江５－２２－３４

29 消防・防災用具類

2999 具類

6414457300

（市外）

（株）熊谷興産

岡山市北区青江５－２２－３４

62 資材

6202 アスファルト合材

6299 その他の資材

6414676600

（市内）

（有）熊野書店

高松市一宮町５５３ー２

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

6414676600

（市内）

（有）熊野書店

高松市一宮町５５３ー２

10 図書類

1001 書籍

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2105 電話機・ファクシミリ

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

1002 雑誌

1003 地図

1004 図書用品

1099 その他の図書類

3405 白灯油

3499 灯油類

2404 農業用機械器具

その他の消防・防災用

6414039500

（準市内） （株）クマヒラ 高松営業所

高松市塩屋町８－１

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

6414039500

（準市内） （株）クマヒラ 高松営業所

高松市塩屋町８－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414039500

（準市内） （株）クマヒラ 高松営業所

高松市塩屋町８－１

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414063300

（市内）

久米加（株）

高松市北浜町６－１０

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

6414063300

（市内）

久米加（株）

高松市北浜町６－１０

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

6414538400

（市内）

（株）グランド＆エィ

高松市塩上町３－２－４

03 オフィス等家具類

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414538400

（市内）

（株）グランド＆エィ

高松市塩上町３－２－４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414210100

（市内）

（株）クリーン・エンジニアリング

高松市郷東町７９６－１２２

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414430000

（市外）

（株）グリーンエコ

大阪市中央区南船場一丁目１７－１１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414430000

（市外）

（株）グリーンエコ

大阪市中央区南船場一丁目１７－１１

79 情報・通信

7905 データ処理

6414709200

（市内）

グリーンガーデン（有）ウエタ

高松市鬼無町是竹４６１－２

71 レンタル・リース

7107 植物

6414709200

（市内）

グリーンガーデン（有）ウエタ

高松市鬼無町是竹４６１－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6414357600

（市内）

（有）クリーンカガワ

高松市香川町浅野２６６９－７８

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

その他のガソリン･軽油・

3102 掲示板

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

6414081900

（準市内） （株）グリーンクロス 高松営業所

高松市木太町６区２５８８－５

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

6414081900

（準市内） （株）グリーンクロス 高松営業所

高松市木太町６区２５８８－５

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

6414081900

（準市内） （株）グリーンクロス 高松営業所

高松市木太町６区２５８８－５

62 資材

6207 木材
7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

6421157800

（市外）

（株）クリーンダスト

西条市船屋乙５－７

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414135100

（市外）

グリーンブルー（株）

横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414135100

（市外）

グリーンブルー（株）

横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

6414135100

（市外）

グリーンブルー（株）

横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7199 ス

6414135100

（市外）

グリーンブルー（株）

横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414135100

（市外）

グリーンブルー（株）

横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

その他のレンタル・リー

3107 のぼり

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414238500

（市外）

（株）クリタス 中国四国支店

広島市中区榎町２－１５

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

6414238500

（市外）

（株）クリタス 中国四国支店

広島市中区榎町２－１５

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2499 その他の産業用機械類

6414238500

（市外）

（株）クリタス 中国四国支店

広島市中区榎町２－１５

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414238500

（市外）

（株）クリタス 中国四国支店

広島市中区榎町２－１５

83 機器等保守点検

8399 点検

6414298000

（市外）

栗本商事（株）

大阪市西区新町２－４－２

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414296000

（市外）

（株）栗本鐵工所

大阪市西区北堀江１丁目１２－１９

61 製造の請負

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6414244800

（市外）

グローバルシステムズ（株）

徳島市佐古一番町１０－６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414244800

（市外）

グローバルシステムズ（株）

徳島市佐古一番町１０－６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４
1306 脱臭剤･脱硫剤

営業種目５
1308 キレート剤

その他の機器等の保守

6414532600

（準市内） グローリー（株） 四国支店

高松市多肥下町１５２３－８

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414532600

（準市内） グローリー（株） 四国支店

高松市多肥下町１５２３－８

39 その他の物品

3901 選挙用品

6414675700

（準市内） （有）黒川書店 上福岡店

高松市木太町４区２１５３－５

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0105 卓上事務用品

6414675700

（準市内） （有）黒川書店 上福岡店

高松市木太町４区２１５３－５

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1099 その他の図書類

0106 収録用品

その他の農業･園芸用

6414687600

（市内）

黒川農機商会

高松市塩江町安原上東２４２３

14 農業･園芸用品類

1403 除草剤

1499 品類

6414687600

（市内）

黒川農機商会

高松市塩江町安原上東２４２３

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414687600

（市内）

黒川農機商会

高松市塩江町安原上東２４２３

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414518700

（市内）

（有）ＫＳＨ企画

高松市藤塚町３－１３－１２

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2903 避難･救助器具

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

2999 具類

6414714100

（市外）

（株）ケイエルシステム

岡山市北区平田１１７－１２０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414714100

（市外）

（株）ケイエルシステム

岡山市北区平田１１７－１２０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414714100

（市外）

（株）ケイエルシステム

岡山市北区平田１１７－１２０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414753700

（市外）

（株）ケイズ 岡山支店

岡山市北区駅元町１５－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414753700

（市外）

（株）ケイズ 岡山支店

岡山市北区駅元町１５－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414753700

（市外）

（株）ケイズ 岡山支店

岡山市北区駅元町１５－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2602 測量機器

2603 製図用機器

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

27 理化学機器類

2707 気象計器類

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7103 情報機器

7104 事務機器

7109 電気通信機器

7199 ス

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

75 建築設備保守点検

7510 検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7599 守点検

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

78 調査・測定

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6415041600

（市内）

（株）ケイツー

高松市鶴市町２０３６－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6421159100

（市外）

（株）ＫＤＩ

高知市針木北１－２－７

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414319400

（市外）

（株）ケー・デー・シー

港区虎ノ門四丁目２－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414319400

（市外）

（株）ケー・デー・シー

港区虎ノ門四丁目２－１２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414319400

（市外）

（株）ケー・デー・シー

港区虎ノ門四丁目２－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414319400

（市外）

（株）ケー・デー・シー

港区虎ノ門四丁目２－１２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414319400

（市外）

（株）ケー・デー・シー

港区虎ノ門四丁目２－１２

89 提供

8905 人材派遣

6414726400

（市外）

（株）ケーオーシー

京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町５３８

02 事務用機器類

0201 複写機器類

6414726400

（市外）

（株）ケーオーシー

京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町５３８

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

その他の業務委託・役務の

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

その他の消防・防災用

その他のレンタル・リー

その他の建築設備の保

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7906 計算業務

営業種目６
1399 その他の工業薬品類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414202900

（市内）

（株）ケーブルメディア四国

高松市番町１－６－８

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

6414166500

（市外）

（株）健康日本総合研究所

倉敷市福田町古新田１２１４－１７

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

1199 その他の医療機器類

6414166500

（市外）

（株）健康日本総合研究所

倉敷市福田町古新田１２１４－１７

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414166500

（市外）

（株）健康日本総合研究所

倉敷市福田町古新田１２１４－１７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414166500

（市外）

（株）健康日本総合研究所

倉敷市福田町古新田１２１４－１７

80 企画・制作

8004 イベント

6414166500

（市外）

（株）健康日本総合研究所

倉敷市福田町古新田１２１４－１７

89 提供

8999 務の提供

6414693600

（市内）

（株）源氏園

高松市牟礼町牟礼２０１９－３

14 農業･園芸用品類

1404 苗木

6414693600

（市内）

（株）源氏園

高松市牟礼町牟礼２０１９－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6414135300

（市内）

研信電操（株）

高松市栗林町１－１２－２６

21 電気機器類

6414135300

（市内）

研信電操（株）

高松市栗林町１－１２－２６

6414135300

（市内）

研信電操（株）

6414135300

（市内）

6414135300

（市内）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

8004 イベント

8005 各種講習

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

2299 その他の視聴覚機器類

高松市栗林町１－１２－２６

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7512 点検

研信電操（株）

高松市栗林町１－１２－２６

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

研信電操（株）

高松市栗林町１－１２－２６

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

7399 その他の建物管理

6414108300

（準市内） （株）建設技術研究所 四国支社

高松市紺屋町１－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414108300

（準市内） （株）建設技術研究所 四国支社

高松市紺屋町１－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414108300

（準市内） （株）建設技術研究所 四国支社

高松市紺屋町１－３

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

6414457000

（市外）

（株）現代けんこう出版

墨田区両国１－１２－８

10 図書類

1001 書籍

6414457000

（市外）

（株）現代けんこう出版

墨田区両国１－１２－８

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414457000

（市外）

（株）現代けんこう出版

墨田区両国１－１２－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414457000

（市外）

（株）現代けんこう出版

墨田区両国１－１２－８

80 企画・制作

8004 イベント

6414457000

（市外）

（株）現代けんこう出版

墨田区両国１－１２－８

89 提供

8999 務の提供

6414039800

（市内）

コア・リンクス（有）

高松市春日町５０８－３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

6414039800

（市内）

コア・リンクス（有）

高松市春日町５０８－３

02 事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6417977600

（市外）

（株）小出速記事務所

佐賀市鍋島４－５－２

89 提供

8903 速記

6414689200

（市外）

（株）弘栄社

仲多度郡琴平町榎井２６１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414689200

（市外）

（株）弘栄社

仲多度郡琴平町榎井２６１

43 印刷(その他)

4301 ル

6417075700

（市外）

（株）公園マネジメント研究所

大阪市中央区谷町２－２－２２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417075700

（市外）

（株）公園マネジメント研究所

大阪市中央区谷町２－２－２２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6417075700

（市外）

（株）公園マネジメント研究所

大阪市中央区谷町２－２－２２

80 企画・制作

8004 イベント

6414300300

（市外）

虹技（株） 小型鋳物事業部

姫路市大津区吉美４０３

61 製造の請負

6108 鉄蓋

6117 ボルト・ナット

7999 その他の情報・通信

8006 デザイン

その他の業務委託・役

ステッカー・シール・ラベ

0103 事務補助用品

0104 印判用品

4303 製本

4305 封筒印刷

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414095600

（準市内） 興銀リース（株） 高松支店

高松市番町１－６－８

71 レンタル・リース

7101 車両

7103 情報機器

7104 事務機器

6414429100

（準市内） （株）広告通信社 中四国支社

高松市紺屋町５－５

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

3199 旗類

6414429100

（準市内） （株）広告通信社 中四国支社

高松市紺屋町５－５

33 贈答

3301 カード類

3302 ノベルティグッズ

6414429100

（準市内） （株）広告通信社 中四国支社

高松市紺屋町５－５

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

高松市春日町１６９３

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3405 白灯油

（株）香西石油

8099 その他の企画・制作

通信・放送設備の保守

73 建物管理

（市内）

営業種目８

1405 種子

高松市紺屋町１－３

6414703200

営業種目７

その他の業務委託・役

（準市内） （株）建設技術研究所 四国支社

その他の業務委託・役務の

営業種目６

8006 デザイン

6414108300

その他の業務委託・役務の

営業種目５

7105 医療・介護機器

その他の看板・テント・

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

7108 建設機械

7109 電気通信機器

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414190900

（市外）

6414654300

商号又は名称
（株）広真印刷社

（準市内） （株）交通新聞社 四国支社

業種名

契約先所在地

営業種目１

さぬき市志度２８６１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

高松市西の丸町１２－１２

80 企画・制作

8001 広告・広報

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

6414319100

（市内）

高徳電化（株）

高松市円座町１０１５－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6414691300

（市内）

香南自動車整備工場

高松市香南町由佐１２－３

23 車両類

2301 一般車両

2303 特種用途車両

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414072800

（市内）

（株）河野

高松市丸亀町６－１

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

1706 石けん・洗剤類

6414072800

（市内）

（株）河野

高松市丸亀町６－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

6414709100

（市内）

河野興業（有）

高松市勅使町６０

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

7499 その他の施設管理

6414709100

（市内）

河野興業（有）

高松市勅使町６０

76 廃棄物処理

6414709100

（市内）

河野興業（有）

高松市勅使町６０

89 提供

8999 務の提供

6414210200

（市外）

神戸綜合速記（株）

神戸市中央区北長狭通四丁目３－８

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414210200

（市外）

神戸綜合速記（株）

神戸市中央区北長狭通四丁目３－８

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414210200

（市外）

神戸綜合速記（株）

神戸市中央区北長狭通四丁目３－８

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414210200

（市外）

神戸綜合速記（株）

神戸市中央区北長狭通四丁目３－８

89 提供

8903 速記

6414728600

（市外）

（株）光明製作所

和泉市テクノステージ一丁目４－２０

30 仮設資材類

3099 その他の仮設資材類

6414728600

（市外）

（株）光明製作所

和泉市テクノステージ一丁目４－２０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414728600

（市外）

（株）光明製作所

和泉市テクノステージ一丁目４－２０

61 製造の請負

6101 水道用資材
7109 電気通信機器

7199 ス

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目６

2399 その他の車両類

7602 収集運搬（産業廃棄物）
その他の業務委託・役

6414095700

（準市内） 広友レンティア（株） 四国営業所

高松市香西東町３０４－１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414095700

（準市内） 広友レンティア（株） 四国営業所

高松市香西東町３０４－１

80 企画・制作

8004 イベント
診療･手術･臨床用機械

2299 その他の視聴覚機器類

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7103 情報機器

7104 事務機器

6414111600

（市内）

（株）幸燿

高松市田村町９４８

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1199 その他の医療機器類

6414111600

（市内）

（株）幸燿

高松市田村町９４８

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1299 類

6414084000

（市外）

光洋産業（株）

坂出市築港町二丁目７－１２

51 買受

5101 金属屑

5103 車両

6414701100

（市内）

（有）向陽自販

高松市三名町３８５

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

6414701100

（市内）

（有）向陽自販

高松市三名町３８５

51 買受

5103 車両

6414156200

（市内）

（株）幸和

高松市木太町５０２－１

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414156200

（市内）

（株）幸和

高松市木太町５０２－１

31 看板・テント・旗類

3102 掲示板

3105 テント

3106 旗

6414128700

（市内）

交和自動車（株）

高松市成合町７６３－３

23 車両類

2303 特種用途車両

2388 車両類の修繕

6414210300

（市内）

（株）コーセイ

高松市一宮町７０８－１

17 家庭用品類

1702 台所用品

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

6414210300

（市内）

（株）コーセイ

高松市一宮町７０８－１

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6417869600

（市内）

（株）コーセイ

高松市一宮町１８５９－６

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6417869600

（市内）

（株）コーセイ

高松市一宮町１８５９－６

73 建物管理

7301 建物清掃

6417869600

（市内）

（株）コーセイ

高松市一宮町１８５９－６

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414082000

（市外）

（株）コート

木田郡三木町大字下高岡３２２２

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

3199 旗類

6414082000

（市外）

（株）コート

木田郡三木町大字下高岡３２２２

32 標識類

3201 道路標識

3203 保安灯

3204 バリケード

6414368200

（市内）

（株）ゴーフィールド

高松市川島東町２９３－５

15 衣料品･靴・鞄類

1504 帽子

6414368200

（市内）

（株）ゴーフィールド

高松市川島東町２９３－５

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414101700

（市外）

（株）コール

高知市中万々８１８－５

21 電気機器類

2103 照明器具

その他のレンタル・リー

その他の衛生薬品材料

その他の室内装飾・寝

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

1799 その他の家庭用品類

3205 原動機付自転車標識

3288 標識類の修繕

3299 その他の標識類

その他の看板・テント・

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414101700

（市外）

（株）コール

高知市中万々８１８－５

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414101700

（市外）

（株）コール

高知市中万々８１８－５

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414101700

（市外）

（株）コール

高知市中万々８１８－５

80 企画・制作

8004 イベント

6414101700

（市外）

（株）コール

高知市中万々８１８－５

89 提供

6414202400

（市外）

（株）古環境研究所

さいたま市西区土屋１７９５－２４

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

営業種目２

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の業務委託・役
その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6414163400

（準市内） 国際警備保障（株） 高松支社

高松市春日町１７０６－８

11 医療機器類

1101 器具

6414163400

（準市内） 国際警備保障（株） 高松支社

高松市春日町１７０６－８

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414163400

（準市内） 国際警備保障（株） 高松支社

高松市春日町１７０６－８

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414163400

（準市内） 国際警備保障（株） 高松支社

高松市春日町１７０６－８

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414157000

（準市内） 国際航業（株） 高松支店

高松市今里町２－１９－７

43 印刷(その他)

4302 地図

6414157000

（準市内） 国際航業（株） 高松支店

高松市今里町２－１９－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414157000

（準市内） 国際航業（株） 高松支店

高松市今里町２－１９－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414157000

（準市内） 国際航業（株） 高松支店

高松市今里町２－１９－７

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図
8007 写真撮影・製図

7702 機械警備

7703 受付

7903 システムの保守・管理

7906 計算業務

7905 データ処理

6416933600

（市外）

国際文化財（株） 西日本支店

大阪市中央区南船場２－３－２

80 企画・制作

6416933600

（市外）

国際文化財（株） 西日本支店

大阪市中央区南船場２－３－２

89 提供

8999 務の提供

6414245000

（市外）

国土情報開発（株）

世田谷区池尻２－７－３

01 文具類

0106 収録用品

6414245000

（市外）

国土情報開発（株）

世田谷区池尻２－７－３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414245000

（市外）

国土情報開発（株）

世田谷区池尻２－７－３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414245000

（市外）

国土情報開発（株）

世田谷区池尻２－７－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414691800

（市内）

国分寺衛生社

高松市国分寺町柏原９９３－６

75 建築設備保守点検

7502 浄化槽清掃

7503 浄化槽保守点検

その他の業務委託・役務の

営業種目３

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

その他の業務委託・役

6414366100

（準市内） コクヨ山陽四国販売（株） 高松オフィス

高松市紺屋町４－１０

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414366100

（準市内） コクヨ山陽四国販売（株） 高松オフィス

高松市紺屋町４－１０

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414087200

（準市内） 互光建物管理（株） 高松支店

高松市鍛冶屋町３

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

5103 車両

1507 ｺﾞﾑ長靴

1508 革靴

1509 運動靴

6414084100

（市内）

（有）小柴自動車商会

高松市神在川窪町１５２－５

51 買受

5101 金属屑

6414767600

（市外）

（株）児島技研

倉敷市児島田の口７－１－２０

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414676000

（市内）

（有）小島履物店

高松市兵庫町１１ー８

15 衣料品･靴・鞄類

1506 雨衣

高松市春日町１７０９－４

61 製造の請負

6101 水道用資材

大阪市淀川区西中島４－６－２４

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414288600
6414727000

（準市内） コスモ工機（株） 四国営業所
（市外）

（株）コスモリサーチ 大阪支店

6414693300

（準市内） （株）五星 高松支店

高松市郷東町７９０－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414693300

（準市内） （株）五星 高松支店

高松市郷東町７９０－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6414693300

（準市内） （株）五星 高松支店

高松市郷東町７９０－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414693300

（準市内） （株）五星 高松支店

高松市郷東町７９０－２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414693300

（準市内） （株）五星 高松支店

高松市郷東町７９０－２

89 提供

その他の業務委託・役務の

8901 複写

6414087300

（市内）

（株）コダマ

高松市円座町１９６０－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414175900

（市外）

（株）五藤光学研究所

府中市矢崎町４－１６

27 理化学機器類

2705 光学機械器具

6414175900

（市外）

（株）五藤光学研究所

府中市矢崎町４－１６

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

7906 計算業務

1510 安全靴

その他の衣料品･靴・鞄

1599 類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414175900

（市外）

（株）五藤光学研究所

府中市矢崎町４－１６

83 機器等保守点検

6414175900

（市外）

（株）五藤光学研究所

府中市矢崎町４－１６

89 提供

8999 務の提供

6414087400

（市内）

後藤設備工業（株）

高松市香西東町６４５－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414059300

（市内）

（有）ゴトー商事高松

高松市東植田町８１２－３

11 医療機器類

1101 器具

6414059300

（市内）

（有）ゴトー商事高松

高松市東植田町８１２－３

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6416771600

（市外）

琴参タクシー（株） 坂出営業所

坂出市築港町１－８－５４

80 企画・制作

8008 旅行企画

6416771600

（市外）

琴参タクシー（株） 坂出営業所

坂出市築港町１－８－５４

81 運搬・保管

8102 旅客運送

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目５

その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

診療･手術･臨床用機械

（準市内） 琴参バス（株） 高松事務所

高松市西の丸町１－２６

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414709300

（準市内） 琴参バス（株） 高松事務所

高松市西の丸町１－２６

81 運搬・保管

8102 旅客運送

7510 検

7511 消防設備の保守点検

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1199 その他の医療機器類

（市内）

ことでんサービス（株）

高松市八坂町３－１８

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

6414086500

（市内）

ことでんサービス（株）

高松市八坂町３－１８

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

6414176000

（市内）

ことでんバス（株）

高松市朝日町４丁目１－６３

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414176000

（市内）

ことでんバス（株）

高松市朝日町４丁目１－６３

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414153700

（準市内） （株）コトブキ 高松営業所

高松市伏石町２１５２－４

09 保育用具類

0903 園庭遊具

0988 保育用具類の修繕

6414153700

（準市内） （株）コトブキ 高松営業所

高松市伏石町２１５２－４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

6414153700

（準市内） （株）コトブキ 高松営業所

高松市伏石町２１５２－４

62 資材

6299 その他の資材

6414153700

（準市内） （株）コトブキ 高松営業所

高松市伏石町２１５２－４

80 企画・制作

8099 その他の企画・制作

6414153700

（準市内） （株）コトブキ 高松営業所

高松市伏石町２１５２－４

83 機器等保守点検

8302 遊具保守点検

6417459600

（市外）

コトブキシーティング（株） 中四国支店

広島市中区紙屋町１－１－１７

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

6417459600

（市外）

コトブキシーティング（株） 中四国支店

広島市中区紙屋町１－１－１７

39 その他の物品

3999 その他の物品

6417459600

（市外）

コトブキシーティング（株） 中四国支店

広島市中区紙屋町１－１－１７

83 機器等保守点検

8399 点検

6417459600

（市外）

コトブキシーティング（株） 中四国支店

広島市中区紙屋町１－１－１７

89 提供

8999 務の提供

6414059400

（準市内）

コニカミノルタジャパン（株） ヘルスケアカンパニー
高松市多肥下町１５７６－６
香川営業所

11 医療機器類

1101 器具

6414530000

（市外）

コニカミノルタプラネタリウム（株）

豊島区東池袋３－１－３

22 視聴覚機器類

2299 その他の視聴覚機器類

6414530000

（市外）

コニカミノルタプラネタリウム（株）

豊島区東池袋３－１－３

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414530000

（市外）

コニカミノルタプラネタリウム（株）

豊島区東池袋３－１－３

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

13 工業薬品類

1303 活性炭

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

39 その他の物品

3999 その他の物品

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

62 資材

6205 砂

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6419595700

（市外）

（株）小西興発

観音寺市柞田町乙２５３１－４

89 提供

8999 務の提供

6414049200

（市内）

小松印刷（株）

高松市香南町由佐２１００－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414049200

（市内）

小松印刷（株）

高松市香南町由佐２１００－１

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6414049200

（市内）

小松印刷（株）

高松市香南町由佐２１００－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414049200

（市内）

小松印刷（株）

高松市香南町由佐２１００－１

80 企画・制作

8006 デザイン

監視制御装置の保守点

7509 ボイラーの点検・清掃

6414086500

その他の業務委託・役務の

営業種目４

8399 点検

6414709300

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の建築設備の保

7599 守点検

7508 空調設備の保守点検

0302 会議用机･椅子

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

その他の機器等の保守
その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

その他の業務委託・役

営業種目６

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414145600

（市外）

コマツ建機販売（株） 四国カンパニー

坂出市西庄町１２５５－１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

6414148400

（市外）

コマツリフト（株） 香川支店

坂出市府中町５２８６

23 車両類

2302 特殊車両

2388 車両類の修繕

6414318000

（市外）

小山（株） 高知営業所

高知市葛島四丁目５－２４

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

6414318000

（市外）

小山（株） 高知営業所

高知市葛島四丁目５－２４

29 消防・防災用具類

2999 具類

6414318000

（市外）

小山（株） 高知営業所

高知市葛島四丁目５－２４

71 レンタル・リース

7199 ス

6414318000

（市外）

小山（株） 高知営業所

高知市葛島四丁目５－２４

72 クリーニング

7202 医療関連衣類・寝具

6415025600

（市外）

（株）五輪

富山市奥田新町１２－３

89 提供

8999 務の提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目５

営業種目６

営業種目７

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

0504 包装用紙

0505 和紙･板紙

0506 特殊紙

0599 その他の紙類

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

営業種目８

その他の業務委託・役

高松市茜町１９－１２

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

6414040100

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

高松市茜町１９－１２

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414040100

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

高松市茜町１９－１２

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414040100

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

高松市茜町１９－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414040100

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

高松市茜町１９－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414040100

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

高松市茜町１９－１２

89 提供

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・
岡山市北区桑田町１８－２８
リミテッド ニューインディア保険会社 岡山支店

2405 建設用機械器具

営業種目４

その他のレンタル・リー

（準市内） 金剛（株） 中四国支店 四国営業所

（市外）

営業種目３

その他の消防・防災用

6414040100

6416980200

営業種目２

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

その他の業務委託・役

89 提供

その他の業務委託・役務の

8907 損害保険

6414166700

（準市内） （株）サーベイリサーチセンター 四国事務所

高松市塩屋町８－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414166700

（準市内） （株）サーベイリサーチセンター 四国事務所

高松市塩屋町８－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

7906 計算業務

6420819600

（市外）

（有）サイシン広告

秩父市下影森４０５７－１１

01 文具類

0199 その他の文具類

6420819600

（市外）

（有）サイシン広告

秩父市下影森４０５７－１１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414076900

（市外）

西戸崎興産（株） 島根事業所

江津市都野津町２３０８－１２

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414076900

（市外）

西戸崎興産（株） 島根事業所

江津市都野津町２３０８－１２

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414076900

（市外）

西戸崎興産（株） 島根事業所

江津市都野津町２３０８－１２

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414087600

（市外）

坂出クリーン（株）

坂出市西庄町７００－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414087600

（市外）

坂出クリーン（株）

坂出市西庄町７００－１

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6416805600

（市内）

さかえドライ（株）

高松市太田下町２２４５

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

7202 医療関連衣類・寝具

7299 その他のクリーニング

6414046900

（市内）

（株）榊紙店

高松市朝日町５－３－８１

05 紙類

0501 封筒

0502 複写機用紙

0503 印刷用紙

6414046900

（市内）

（株）榊紙店

高松市朝日町５－３－８１

43 印刷(その他)

4301 ル

6414386000

（市外）

（株）佐賀電算センター

佐賀市兵庫町大字藤木１４２７－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414386000

（市外）

（株）佐賀電算センター

佐賀市兵庫町大字藤木１４２７－７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414386000

（市外）

（株）佐賀電算センター

佐賀市兵庫町大字藤木１４２７－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6414688000

（市内）

作州堂商会

高松市香川町川東上８９４－３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

6414688000

（市内）

作州堂商会

高松市香川町川東上８９４－３

04 印章類

0401 回転印

0402 ゴム印

0403 公印

0404 特殊朱肉

0499 その他の印章類

6414242300

（市外）

（株）サクセス

坂出市西大浜北２－１－１１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6414242300

（市外）

（株）サクセス

坂出市西大浜北２－１－１１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2199 その他の電気機器類

6414242300

（市外）

（株）サクセス

坂出市西大浜北２－１－１１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414649700

（市外）

（株）さくらケーシーエス

神戸市中央区播磨町２１－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414649700

（市外）

（株）さくらケーシーエス

神戸市中央区播磨町２１－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

ステッカー・シール・ラベ

7503 浄化槽保守点検

4305 封筒印刷

0199 その他の文具類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414649700

（市外）

（株）さくらケーシーエス

神戸市中央区播磨町２１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414063900

（市内）

（有）ササキ石油販売

高松市屋島西町１３８８－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

6414671000

（市内）

（株）佐々木装飾

高松市鶴市町２０４７ー４

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414701400

（市内）

佐々木電気保安管理事務所

高松市林町２５４４－２

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

6414124500

（市内）

佐藤機械（株）

高松市天神前５－１９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

6414124500

（市内）

佐藤機械（株）

高松市天神前５－１９

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

高松市花ノ宮町一丁目８－４０

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6414315900

商号又は名称

（準市内） （株）サトー 高松支店

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

3499 灯油類

2705 光学機械器具

2706 工業計器

その他の室内装飾・寝

（市内）

（株）サトーサービス

高松市香川町浅野７８５－１０

17 家庭用品類

1706 石けん・洗剤類

1799 その他の家庭用品類

6417403600

（市内）

（株）サトーサービス

高松市香川町浅野７８５－１０

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414681000

（市外）

（株）サニクリーン四国

松山市衣山五丁目１－２３

11 医療機器類

1101 器具

6414681000

（市外）

（株）サニクリーン四国

松山市衣山五丁目１－２３

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414681000

（市外）

（株）サニクリーン四国

松山市衣山五丁目１－２３

71 レンタル・リース

7101 車両

7105 医療・介護機器

7110 清掃用具

6414681000

（市外）

（株）サニクリーン四国

松山市衣山五丁目１－２３

73 建物管理

7301 建物清掃

6414650200

（市内）

讃岐（株）

高松市林町１４０６－１

77 警備・受付

7701 常駐警備

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414120000

（市外）

讃岐化成（株）

綾歌郡宇多津町浜一番丁２－４

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414120000

（市外）

讃岐化成（株）

綾歌郡宇多津町浜一番丁２－４

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3204 バリケード

6414145900

（市内）

（有）サヌキ環境エンジニアリング

高松市寺井町１０１５－４

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414145900

（市内）

（有）サヌキ環境エンジニアリング

高松市寺井町１０１５－４

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414087700

（市外）

（有）サヌキ技研

丸亀市飯山町東坂元４１０７－７０

61 製造の請負

6114 機械器具

6414087700

（市外）

（有）サヌキ技研

丸亀市飯山町東坂元４１０７－７０

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414087700

（市外）

（有）サヌキ技研

丸亀市飯山町東坂元４１０７－７０

89 提供

8999 務の提供

6414698700

（市内）

讃岐石材加工（同）

高松市牟礼町牟礼２６２５－１８

33 贈答

3304 工芸品

6414698700

（市内）

讃岐石材加工（同）

高松市牟礼町牟礼２６２５－１８

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414691500

（市内）

讃岐中央サービス

高松市国分寺町新居２３００－８

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

6414691500

（市内）

讃岐中央サービス

高松市国分寺町新居２３００－８

73 建物管理

7301 建物清掃

6414054000

（市内）

（株）讃岐文庫

高松市木太町２３７４－２

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414054000

（市内）

（株）讃岐文庫

高松市木太町２３７４－２

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414095900

（市内）

讃岐リース（株） 高松営業所

高松市春日町２６６－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

6414095900

（市内）

讃岐リース（株） 高松営業所

高松市春日町２６６－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

2405 建設用機械器具

6414095900

（市内）

讃岐リース（株） 高松営業所

高松市春日町２６６－１

71 レンタル・リース

7101 車両

7102 建材・資材

7108 建設機械

7109 電気通信機器

7199 ス

6414095900

（市内）

讃岐リース（株） 高松営業所

高松市春日町２６６－１

81 運搬・保管

8199 その他の運搬・保管

6414072900

（市外）

（株）サムソン 四国支店

観音寺市高屋町６９９

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414072900

（市外）

（株）サムソン 四国支店

観音寺市高屋町６９９

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2888 厨房機器類の修繕

6414072900

（市外）

（株）サムソン 四国支店

観音寺市高屋町６９９

61 製造の請負

6110 ボイラー

6414072900

（市外）

（株）サムソン 四国支店

観音寺市高屋町６９９

75 建築設備保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414072900

（市外）

（株）サムソン 四国支店

観音寺市高屋町６９９

83 機器等保守点検

8399 点検

診療･手術･臨床用機械

その他のレンタル・リー

7199 ス

3299 その他の標識類

その他の建築設備の保

その他の建築設備の保
その他の業務委託・役

その他の機器等の保守

2899 その他の厨房機器類

営業種目７

その他のガソリン･軽油・

3405 白灯油

6417403600

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他のレンタル・リー

2707 気象計器類

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420917600

（市外）

商号又は名称
（株）サン・アドバンス

業種名

契約先所在地

営業種目１

倉敷市福井２１２－２

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

営業種目２
7505 電気設備の保守点検

営業種目３
7508 空調設備の保守点検

営業種目４
通信・放送設備の保守

7512 点検

（準市内） （株）サン・ダイコー 四国支店

高松市香南町吉光２８－１

11 医療機器類

1101 器具

6414119500

（準市内） （株）サン・ダイコー 四国支店

高松市香南町吉光２８－１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品
4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414316000

（市内）

サンエイ（株）

高松市郷東町７９２－９８

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

6414651000

（市内）

三栄工業（株）

高松市池田町１１８７－１

89 提供

8999 務の提供

6414357700

（市内）

サンエー設計（株）

高松市松縄町１１４２－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414357700

（市内）

サンエー設計（株）

高松市松縄町１１４２－８

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414357700

（市内）

サンエー設計（株）

高松市松縄町１１４２－８

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414357700

（市内）

サンエー設計（株）

高松市松縄町１１４２－８

89 提供

8901 複写

6414712000

（市外）

（株）サンオート

豊島区池袋二丁目１６－２

07 運動用具類

0701 運動用品

6414712000

（市外）

（株）サンオート

豊島区池袋二丁目１６－２

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

6414712000

（市外）

（株）サンオート

豊島区池袋二丁目１６－２

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414064000

（市内）

（株）サンガス

高松市城東町二丁目１４－１９

34 ガソリン･軽油・灯油類

3404 Ａ重油

3405 白灯油

6414064000

（市内）

（株）サンガス

高松市城東町二丁目１４－１９

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3599 その他のガス類

6414113500

（市内）

（株）サンキ

高松市郷東町４６８－１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414113500

（市内）

（株）サンキ

高松市郷東町４６８－１

25 工具・塗装等用品類

2502 電動工具

6414113500

（市内）

（株）サンキ

高松市郷東町４６８－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414748200

（市外）

（株）三輝

大阪市北区同心１－１０－１２

89 提供

8999 務の提供

6414385100

（市内）

（株）サンキ空調システム

高松市郷東町４６８－１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414385100

（市内）

（株）サンキ空調システム

高松市郷東町４６８－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414419100

（市内）

三喜工事（株）

高松市飯田町６５６－１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414419100

（市内）

三喜工事（株）

高松市飯田町６５６－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414419100

（市内）

三喜工事（株）

高松市飯田町６５６－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

7508 空調設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414675300

（市内）

讃機自動車工業（株）

高松市勅使町１０

23 車両類

2388 車両類の修繕

6417761600

（市外）

産業科学（株）

中央区東日本橋２－６－１１

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

6417761600

（市外）

産業科学（株）

中央区東日本橋２－６－１１

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

6417761600

（市外）

産業科学（株）

中央区東日本橋２－６－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6417761600

（市外）

産業科学（株）

中央区東日本橋２－６－１１

78 調査・測定

7804 作業環境測定

高松市上林町字本村５３０－３

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

6414672100

（準市内） 三協商事（株） 高松営業所

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

高松市郷東町７９２－６０

17 家庭用品類

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

1707 収納用品

1799 その他の家庭用品類

6414176300

（市内）

（株）三共包材

高松市郷東町７９２－６０

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

6414387000

（市外）

（株）サンケン・エンジニアリング 大阪支店

吹田市芳野町２－８

03 オフィス等家具類

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414387000

（市外）

（株）サンケン・エンジニアリング 大阪支店

吹田市芳野町２－８

16 室内装飾・寝具類

1605 どん帳･暗幕

6414387000

（市外）

（株）サンケン・エンジニアリング 大阪支店

吹田市芳野町２－８

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

高松市兵庫町８－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

大阪市北区梅田３－３－２０

21 電気機器類

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

（市外）

サンケン電気（株） 大阪支店

1307 消臭剤･消泡剤

その他の建築設備の保

7599 守点検

その他の業務委託・役

（株）三共包材

6414135900

1306 脱臭剤･脱硫剤

営業種目８

7906 計算業務

（市内）

（準市内） 三建設備工業（株） 四国営業所

営業種目７

その他の業務委託・役

6414176300

6414488900

営業種目６

診療･手術･臨床用機械

6414119500

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の建築設備の保

1305 清缶剤･洗浄剤

1399 その他の工業薬品類
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6414135900

（市外）

サンケン電気（株） 大阪支店

大阪市北区梅田３－３－２０

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414417700

（市内）

（株）三光エンジニアリング

高松市鶴市町２０４８－７

21 電気機器類

2106 無線機

6414417700

（市内）

（株）三光エンジニアリング

高松市鶴市町２０４８－７

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414417700

（市内）

（株）三光エンジニアリング

高松市鶴市町２０４８－７

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414417700

（市内）

（株）三光エンジニアリング

高松市鶴市町２０４８－７

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414718900

（市外）

三晃工業（株）

大阪市大正区鶴町２－１５－２６

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6420919600

（市外）

サンコー工業（有）

岡山市中区平井５丁目８－３０

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414681500

（市内）

（有）三条シャープ電化センター

高松市伏石町２０２８－２０

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2103 照明器具

2105 電話機・ファクシミリ

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414136000

（準市内） 三信電気（株） 高松支店

高松市室新町４－９

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414136000

（準市内） 三信電気（株） 高松支店

高松市室新町４－９

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414136000

（準市内） 三信電気（株） 高松支店

高松市室新町４－９

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414136000

（準市内） 三信電気（株） 高松支店

高松市室新町４－９

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414136000

（準市内） 三信電気（株） 高松支店

高松市室新町４－９

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

営業種目２

営業種目３

営業種目４

（市内）

三信電気水道（株）

高松市中央町１５－２０－２１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414136100

（市内）

三信電気水道（株）

高松市中央町１５－２０－２１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414136100

（市内）

三信電気水道（株）

高松市中央町１５－２０－２１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414136100

（市内）

三信電気水道（株）

高松市中央町１５－２０－２１

75 建築設備保守点検

6414684000

（市内）

（有）山水園

高松市鶴市町５４５

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

2106 無線機

7505 電気設備の保守点検

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7905 データ処理

1505 手袋

高松市丸の内６－２６－１３０２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420105600

（準市内） （株）三水コンサルタント 讃岐事務所

高松市丸の内６－２６－１３０２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理
7599 守点検

（市外）

サンセイ（株）

大阪市淀川区西宮原１－６－２

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6420857600

（市外）

（株）三精エンジニアリング

大阪市北区池田町１－４３

16 室内装飾・寝具類

1605 どん帳･暗幕

6420857600

（市外）

（株）三精エンジニアリング

大阪市北区池田町１－４３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6420857600

（市外）

（株）三精エンジニアリング

大阪市北区池田町１－４３

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414176400

（市外）

三精テクノロジーズ（株）

大阪市淀川区宮原４－３－２９

16 室内装飾・寝具類

1605 どん帳･暗幕

6414176400

（市外）

三精テクノロジーズ（株）

大阪市淀川区宮原４－３－２９

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414176400

（市外）

三精テクノロジーズ（株）

大阪市淀川区宮原４－３－２９

75 建築設備保守点検

7506 検

6419611700

（市外）

（有）サンテック 関西支店

赤穂郡上郡町高山１３０２

89 提供

8999 務の提供

6414136200

（市内）

三電計装（株）

高松市浜ノ町５８－６

21 電気機器類

2106 無線機

6414136200

（市内）

三電計装（株）

高松市浜ノ町５８－６

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414136200

（市内）

三電計装（株）

高松市浜ノ町５８－６

61 製造の請負

6115 通信機器

6414136200

（市内）

三電計装（株）

高松市浜ノ町５８－６

75 建築設備保守点検

7510 検

7512 点検

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

1509 運動靴

1510 安全靴

1511 バッグ

1599 類

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

エレベーターの保守点

その他の建築設備の保

その他の建築設備の保

6414079700

高松市松福町一丁目１６－１１

その他の建築設備の保

7599 守点検

その他の業務委託・役

監視制御装置の保守点

2207 プロジェクター

通信・放送設備の保守

15 衣料品･靴・鞄類
6414692000

（準市内） （株）サントップ 高松営業所

高松市松福町一丁目１６－１１

6414692000

（準市内） （株）サントップ 高松営業所

高松市松福町一丁目１６－１１

29 消防・防災用具類

豊橋市西山町字西山３２８

89 提供

6414714000

（市外）

（株）三豊

その他の業務委託・役務の

営業種目８

通信・放送設備の保守

（準市内） （株）三水コンサルタント 讃岐事務所

（準市内） （株）サントップ 高松営業所

営業種目７

7512 点検

6420105600

6414692000

営業種目６

通信・放送設備の保守

6414136100

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の衣料品･靴・鞄
その他の消防・防災用

2999 具類

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

1508 革靴

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420107700

（市内）

商号又は名称
（株）サンホニック

業種名

契約先所在地

営業種目１
1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

高松市浜ノ町３－８

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

7510 検

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

7599 守点検

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

営業種目８
1308 キレート剤

13 工業薬品類
6420107700

（市内）

（株）サンホニック

高松市浜ノ町３－８

6414087900

（市外）

（株）サンメンテナンス 四国支店

徳島市佐古三番町６－１７

73 建物管理

6414087900

（市外）

（株）サンメンテナンス 四国支店

徳島市佐古三番町６－１７

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7405 除草・草刈

6414087900

（市外）

（株）サンメンテナンス 四国支店

徳島市佐古三番町６－１７

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414087900

（市外）

（株）サンメンテナンス 四国支店

徳島市佐古三番町６－１７

77 警備・受付

7701 常駐警備

7799 その他の警備・受付

6414156300

（市内）

三友商事（株）

高松市元山町１２３５－１

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414713600

（市外）

三友プラントサービス（株）

相模原市緑区橋本台一丁目８－２１

76 廃棄物処理

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

6414120300

（準市内） 三葉化工（株） 四国営業所

1399 その他の工業薬品類

高松市郷東町１８－２９

7301 建物清掃

監視制御装置の保守点

その他の建築設備の保

その他の室内装飾・寝

処分（特別管理産業廃

13 工業薬品類
6414120300

（準市内） 三葉化工（株） 四国営業所

1399 その他の工業薬品類

高松市郷東町１８－２９

6420905600

（市外）

三要電熱工業（株）

岡山市中区平井６丁目１１－２４

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6420905600

（市外）

三要電熱工業（株）

岡山市中区平井６丁目１１－２４

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

7511 消防設備の保守点検

6414088000

（市外）

（株）讃洋ビルサービス

善通寺市生野町１２５４

18 清掃用具類

1899 その他の清掃用具類

6414088000

（市外）

（株）讃洋ビルサービス

善通寺市生野町１２５４

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414176800

（市外）

（株）山陽放送サービス

岡山市北区丸の内２－１－１０

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

6414176800

（市外）

（株）山陽放送サービス

岡山市北区丸の内２－１－１０

78 調査・測定

7804 作業環境測定

6414176800

（市外）

（株）山陽放送サービス

岡山市北区丸の内２－１－１０

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414725200

（市外）

山陽マーク（株）

広島市西区楠木町１丁目２－５

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3199 旗類

6414725200

（市外）

山陽マーク（株）

広島市西区楠木町１丁目２－５

32 標識類

3205 原動機付自転車標識

6414321300

（市外）

（株）サンリーク

大阪市淀川区宮原１－１９－２３

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6414321300

（市外）

（株）サンリーク

大阪市淀川区宮原１－１９－２３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6416777600

（市外）

三和運輸（株）

呉市広徳丸町３－６

76 廃棄物処理

7603 業廃棄物）

6414385400

（市内）

（株）三和クリーンサービス

高松市瀬戸内町４７－１４

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

高松市鶴市町２０２６－６

39 その他の物品

3999 その他の物品
1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

6414529200

（準市内） 三和鋼管（株） 高松営業所

収集運搬（特別管理産

（市外）

三和工業（株）

丸亀市六番丁４－４５

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

6414120400

（市外）

三和工業（株）

丸亀市六番丁４－４５

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

6414418800

（準市内）

三和シヤッター工業（株） 高松メンテサービスセン
ター

高松市伏石町２０８０－１１

62 資材

6299 その他の資材

6414418800

（準市内）

三和シヤッター工業（株） 高松メンテサービスセン
ター

高松市伏石町２０８０－１１

75 建築設備保守点検

7507 自動ドアの保守点検

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

6414074000

（市内）

三和電業（株）

高松市太田下町２５８０－３

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414088100

（市内）

ジーアイ電機サービス（有）

高松市香川町浅野２８８－１７

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414088100

（市内）

ジーアイ電機サービス（有）

高松市香川町浅野２８８－１７

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414088100

（市内）

ジーアイ電機サービス（有）

高松市香川町浅野２８８－１７

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検
診療･手術･臨床用機械

6414059500

（準市内） ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 高松営業所

高松市上之町一丁目１－１

11 医療機器類

1101 器具

6414059500

（準市内） ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 高松営業所

高松市上之町一丁目１－１

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6420939600

（準市内） （株）ＧＳユアサ 四国営業所

高松市紺屋町４－１０

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

（市外）

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 愛媛営業
松山市一番町１丁目１４－４
所

その他の建築設備の保

その他の看板・テント・

6414120400

6420473600

監視制御装置の保守点

その他の建築設備の保

2499 その他の産業用機械類

1102 検査用機械器具

1188 医療機器類の修繕

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

7512 点検

その他の建築設備の保

7599 守点検

1399 その他の工業薬品類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420473600

（市外）

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 愛媛営業
松山市一番町１丁目１４－４
所

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6421179900

（市外）

シー・システム（株）

大阪市北区梅田二丁目５－６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6421179900

（市外）

シー・システム（株）

大阪市北区梅田二丁目５－６

89 提供

8999 務の提供

6414088200

（市内）

（株）ジィティメンテナンス

高松市浜ノ町６３－８

18 清掃用具類

6414088200

（市内）

（株）ジィティメンテナンス

高松市浜ノ町６３－８

6414088200

（市内）

（株）ジィティメンテナンス

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

高松市浜ノ町６３－８

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃
1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

その他の業務委託・役務の

診療･手術･臨床用機械

（準市内） （株）シーメック 高松営業所

高松市太田下町３０２０－１４

11 医療機器類

1101 器具

6416902500

（準市内） （株）シーメック 高松営業所

高松市太田下町３０２０－１４

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6416902500

（準市内） （株）シーメック 高松営業所

高松市太田下町３０２０－１４

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6416902500

（準市内） （株）シーメック 高松営業所

高松市太田下町３０２０－１４

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6416902500

（準市内） （株）シーメック 高松営業所

高松市太田下町３０２０－１４

89 提供

8999 務の提供

6414059700

（準市内） シーメンスヘルスケア（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８６番地２

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414059700

（準市内） シーメンスヘルスケア（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８６番地２

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414059700

（準市内） シーメンスヘルスケア（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８６番地２

82 医療

8204 医療機器の保守点検

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

その他の業務委託・役

6414718400

（市外）

（株）シーモス

三好市池田町サラダ１８１１ー１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414718400

（市外）

（株）シーモス

三好市池田町サラダ１８１１ー１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414718400

（市外）

（株）シーモス

三好市池田町サラダ１８１１ー１

89 提供

8999 務の提供

6420655600

（市外）

（株）ジーン

大阪市淀川区西中島三丁目９－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6420655600

（市外）

（株）ジーン

大阪市淀川区西中島三丁目９－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6420655600

（市外）

（株）ジーン

大阪市淀川区西中島三丁目９－１２

80 企画・制作

8006 デザイン

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

6416902500

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他のレンタル・リー
その他の業務委託・役

診療･手術･臨床用機械

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414197800

（準市内） （株）ジェイ・シー・ティ 高松営業所

高松市伏石町２０４９－７

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6414197800

（準市内） （株）ジェイ・シー・ティ 高松営業所

高松市伏石町２０４９－７

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

1299 類

6414197800

（準市内） （株）ジェイ・シー・ティ 高松営業所

高松市伏石町２０４９－７

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414197800

（準市内） （株）ジェイ・シー・ティ 高松営業所

高松市伏石町２０４９－７

82 医療

8204 医療機器の保守点検

その他の衛生薬品材料

6414714600

（市外）

（株）ジェイ・リライツ

北九州市若松区響町一丁目６２－１７

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

6414088500

（市内）

（株）ジェイアール四国メンテナンス

高松市浜ノ町８－２４

73 建物管理

7301 建物清掃

6414088500

（市内）

（株）ジェイアール四国メンテナンス

高松市浜ノ町８－２４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414088500

（市内）

（株）ジェイアール四国メンテナンス

高松市浜ノ町８－２４

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414696300

（市内）

（株）ジェイエイ香川オートサービス

高松市寿町一丁目３ー６

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

2304 装）

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414211500

（市内）

（株）ＪＡ香川県エネルギーサービス

高松市一宮町字刷塚１４３１－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

6414211500

（市内）

（株）ＪＡ香川県エネルギーサービス

高松市一宮町字刷塚１４３１－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

高松市円座町１２９－２

77 警備・受付

7701 常駐警備

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6420665600

（準市内） （株）ＪＳＰ 高松営業所

6414711300

（市外）

ＪＦＥアドバンテック（株） 中国・四国支店

倉敷市水島川崎通１

27 理化学機器類

2706 工業計器

6414727100

（市外）

ＪＦＥ条鋼（株） 西日本工場 水島製造所

倉敷市水島川崎通１－５－２

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

6414709500

（市外）

ＪＦＥテクノス（株）

横浜市鶴見区末広町２－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414709500

（市外）

ＪＦＥテクノス（株）

横浜市鶴見区末広町２－１

83 機器等保守点検

8399 点検

その他の建築設備の保
その他の機器等の保守

7605 処分（産業廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

特種用途車両（ぎ装・架

その他のガソリン･軽油・

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414203500

（市外）

ジェイエムシー（株）

高知市葛島四丁目３－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414203500

（市外）

ジェイエムシー（株）

高知市葛島四丁目３－３０

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414203500

（市外）

ジェイエムシー（株）

高知市葛島四丁目３－３０

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414203500

（市外）

ジェイエムシー（株）

高知市葛島四丁目３－３０

89 提供

8999 務の提供

6414194900

（市外）

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン

港区芝三丁目２３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414194900

（市外）

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン

港区芝三丁目２３－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

6414194900

（市外）

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン

港区芝三丁目２３－１

89 提供

8902 翻訳・通訳

8999 務の提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

（準市内） （株）ＪＴＢ中国四国 高松支店

高松市鍛冶屋町７－６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414177000

（準市内） （株）ＪＴＢ中国四国 高松支店

高松市鍛冶屋町７－６

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414177000

（準市内） （株）ＪＴＢ中国四国 高松支店

高松市鍛冶屋町７－６

89 提供

8905 人材派遣

6414132400

（準市内）

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 関西支店
高松市太田下町３０３１－１
高松グループ

21 電気機器類

2106 無線機

6414132400

（準市内）

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 関西支店
高松市太田下町３０３１－１
高松グループ

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414132400

（準市内）

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 関西支店
高松市太田下町３０３１－１
高松グループ

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414386100

（市外）

ヒビノアークス（株） 大阪営業所

大阪市中央区北浜２－５－１３

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414386100

（市外）

ヒビノアークス（株） 大阪営業所

大阪市中央区北浜２－５－１３

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414714400

（市外）

ジェイフィルム（株）

千代田区東神田２－５－１５

17 家庭用品類

1704 ポリ袋･ラップ類

6414714400

（市外）

ジェイフィルム（株）

千代田区東神田２－５－１５

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6419561600

（市外）

（株）Ｊプロデュース

大阪市中央区久太郎町２－１－２５

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6419561600

（市外）

（株）Ｊプロデュース

大阪市中央区久太郎町２－１－２５

80 企画・制作

8001 広告・広報
8001 広告・広報

高松市寿町１－１－８

80 企画・制作

6414703700

（準市内） （公財） ＪＫＡ 中四国支部

高松市寿町１－１－８

89 提供

8999 務の提供

8099 その他の企画・制作

8099 その他の企画・制作

2202 放送用機器

2203 映写機

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

1707 収納用品

1799 その他の家庭用品類

7905 データ処理

7906 計算業務

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2908 安全保護具

2988 繕

1999 その他の包装資材類

その他の業務委託・役

（株）ＪＥＣＣ

千代田区丸の内３－４－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414712600

（市外）

（株）ＪＥＣＣ

千代田区丸の内３－４－１

89 提供

8999 務の提供

6414688800

（市内）

（有）塩江スーパーバザール

高松市塩江町安原上東３８７－９

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

6414688800

（市内）

（有）塩江スーパーバザール

高松市塩江町安原上東３８７－９

18 清掃用具類

1801 モップ類

1899 その他の清掃用具類

6414157400

（市外）

（株）ジオプラン

文京区本郷１－２８－１０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414157400

（市外）

（株）ジオプラン

文京区本郷１－２８－１０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414088300

（市内）

四国アクア（有）

高松市勅使町６６０－３

73 建物管理

7301 建物清掃

6414088300

（市内）

四国アクア（有）

高松市勅使町６６０－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

6414088300

（市内）

四国アクア（有）

高松市勅使町６６０－３

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

6414088300

（市内）

四国アクア（有）

高松市勅使町６６０－３

77 警備・受付

7704 駐車場管理

6414258900

（市内）

四国アラーム（株）

高松市木太町１９８１－４

23 車両類

2303 特種用途車両

6414258900

（市内）

四国アラーム（株）

高松市木太町１９８１－４

その他の業務委託・役

2901 消防用ホース
29 消防・防災用具類
その他の消防・防災用

2999 具類
73 建物管理

8007 写真撮影・製図

2207 プロジェクター

（市外）

高松市木太町１９８１－４

8006 デザイン

2206 監視カメラ

6414712600

四国アラーム（株）

8005 各種講習

2205 液晶ビジョン

7304 建築物ねずみ害虫駆除

（市内）

8004 イベント

2202 放送用機器

73 建物管理

6414258900

8003 映画・ビデオ

8008 旅行企画

高松市亀田町４６３－３１

高松市木太町１９８１－４

営業種目８

8004 イベント

（株）ジェーワン

四国アラーム（株）

営業種目７

その他の業務委託・役

（市内）

（市内）

営業種目６

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414196300

6414258900

営業種目５

その他の建築設備の保

（準市内） （公財） ＪＫＡ 中四国支部

その他の業務委託・役務の

営業種目４

通信・放送設備の保守

6414703700

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の業務委託・役

6414177000

その他の業務委託・役務の

営業種目２

7399 その他の建物管理

7903 システムの保守・管理

2902 消防ポンプ

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

消防・防災用具類の修

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414258900

（市内）

四国アラーム（株）

高松市木太町１９８１－４

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414111200

（市内）

四国アルフレッサ（株） 香川営業部

高松市国分寺町福家甲１２５５－１０

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

6414111200

（市内）

四国アルフレッサ（株） 香川営業部

高松市国分寺町福家甲１２５５－１０

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1203 殺虫剤等防疫材

1299 類

6414059800

（市内）

四国医療器（株）

高松市錦町１丁目１１－１１

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

6414059800

（市内）

四国医療器（株）

高松市錦町１丁目１１－１１

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2788 理化学機器類の修繕

6414059800

（市内）

四国医療器（株）

高松市錦町１丁目１１－１１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414059800

（市内）

四国医療器（株）

高松市錦町１丁目１１－１１

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414059800

（市内）

四国医療器（株）

高松市錦町１丁目１１－１１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

1602 ベッド(一般用)

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1699 具類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

診療･手術･臨床用機械

診療･手術･臨床用機械

6414096200

（準市内） 四国医療サービス（株） 高松営業所

高松市林町１９７１－１３

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6414096200

（準市内） 四国医療サービス（株） 高松営業所

高松市林町１９７１－１３

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

6414096200

（準市内） 四国医療サービス（株） 高松営業所

高松市林町１９７１－１３

71 レンタル・リース

7199 ス

6414096200

（準市内） 四国医療サービス（株） 高松営業所

高松市林町１９７１－１３

72 クリーニング

7202 医療関連衣類・寝具

6414096200

（準市内） 四国医療サービス（株） 高松営業所

高松市林町１９７１－１３

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

1199 その他の医療機器類

その他の衛生薬品材料

2799 その他の理化学機器類

その他の室内装飾・寝

7299 その他のクリーニング

その他の業務委託・役

（市内）

四国岩谷産業（株） 高松支店

高松市朝日町４－２５－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3405 白灯油

6414062500

（市内）

四国岩谷産業（株） 高松支店

高松市朝日町４－２５－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3599 その他のガス類

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

6414119600

（準市内） 四国エンジニアリングサービス（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414119600

（準市内） 四国エンジニアリングサービス（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414119600

（準市内） 四国エンジニアリングサービス（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

89 提供

8999 務の提供

6414685700

（準市内） 四国ガス（株） 高松支店

香川県高松市松福町一丁目１３－３０

35 ガス類

3502 天然ガス

6416845600

（準市内） 四国ガス産業（株） 高松営業所

高松市松福町一丁目１３－３０

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6416845600

（準市内） 四国ガス産業（株） 高松営業所

高松市松福町一丁目１３－３０

71 レンタル・リース

7199 ス

6416845600

（準市内） 四国ガス産業（株） 高松営業所

高松市松福町一丁目１３－３０

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414064200

（準市内） 四国ガス燃料（株） 高松営業所

高松市朝日町四丁目１９－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2803 食器洗浄機

6414064200

（準市内） 四国ガス燃料（株） 高松営業所

高松市朝日町四丁目１９－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具
1302 消石灰

その他の業務委託・役

その他のレンタル・リー

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

62 資材

6299 その他の資材

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6420821600

（市外）

四国環境整備興業（株）

今治市国分１－１－１８

89 提供

8999 務の提供

6414088400

（市外）

シコク環境ビジネス（株）

丸亀市垂水町５－４

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414088400

（市外）

シコク環境ビジネス（株）

丸亀市垂水町５－４

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414088400

（市外）

シコク環境ビジネス（株）

丸亀市垂水町５－４

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6417637700

（市内）

（有）四国キーセンター

高松市東田町４－２６

02 事務用機器類

0288 事務用機器類の修繕

6417637700

（市内）

（有）四国キーセンター

高松市東田町４－２６

39 その他の物品

3999 その他の物品

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他のレンタル・リー

6414062500

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

7503 浄化槽保守点検

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤
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6414128900

（市内）

四国機器（株）

高松市観光通二丁目２－１５

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

6414128900

（市内）

四国機器（株）

高松市観光通二丁目２－１５

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

6414128900

（市内）

四国機器（株）

高松市観光通二丁目２－１５

71 レンタル・リース

7108 建設機械

6414128900

（市内）

四国機器（株）

高松市観光通二丁目２－１５

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414128900

（市内）

四国機器（株）

高松市観光通二丁目２－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414136400

（市内）

四国機電産業（株）

高松市上福岡町７６８－１５

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

6414136400

（市内）

四国機電産業（株）

高松市上福岡町７６８－１５

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414319200

（市内）

四国行政システム（株）

高松市今里町６－１５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417843600

（市内）

四国空缶工業（株）

高松市朝日町四丁目１３－３１

19 包装資材類

1902 業務用コンテナ

高松市国分寺町国分字向６４７－３

24 産業用機械類

2404 農業用機械器具

6414148100

商号又は名称

（準市内） （株）中四国クボタ 高松事務所

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414676100

（市内）

（有）四国クリーン美装工業

高松市屋島西町１８８４ー１０

73 建物管理

7301 建物清掃

6414676100

（市内）

（有）四国クリーン美装工業

高松市屋島西町１８８４ー１０

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

営業種目２

営業種目３
2303 特種用途車両

営業種目４
2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

（準市内） 四国計測工業（株） 環境技術センター

高松市丸の内２－５

21 電気機器類

2103 照明器具

2106 無線機

6414136500

（準市内） 四国計測工業（株） 環境技術センター

高松市丸の内２－５

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

2706 工業計器

6414136500

（準市内） 四国計測工業（株） 環境技術センター

高松市丸の内２－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

6414163500

（市内）

四国警備保障（株）

高松市六条町１１９７－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414163500

（市内）

四国警備保障（株）

高松市六条町１１９７－１

23 車両類

2303 特種用途車両

6414163500

（市内）

四国警備保障（株）

高松市六条町１１９７－１

77 警備・受付

7701 常駐警備

7702 機械警備

7799 その他の警備・受付

6414072100

（市内）

四国工業写真（株）

高松市田村町３６３－３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

3199 旗類

6414072100

（市内）

四国工業写真（株）

高松市田村町３６３－３

43 印刷(その他)

4301 ル

4302 地図

4303 製本

4399 その他の印刷(その他)

6414072100

（市内）

四国工業写真（株）

高松市田村町３６３－３

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414072100

（市内）

四国工業写真（株）

高松市田村町３６３－３

80 企画・制作

8002 展示物

8004 イベント

8006 デザイン

6414072100

（市内）

四国工業写真（株）

高松市田村町３６３－３

89 提供

8901 複写

6414102300

（市内）

（株）シコク・サービス

高松市中野町１５－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414208000

（市内）

（株）四国サンケイ広告社

高松市鍛冶屋町７－１０

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414146000

（市内）

四国酸素（株）

高松市朝日町５－１４－５

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6414146000

（市内）

四国酸素（株）

高松市朝日町５－１４－５

15 衣料品･靴・鞄類

1510 安全靴

その他の業務委託・役務の

6414157600

（準市内） 四国システム開発（株） 高松事業所

高松市観光通二丁目２－１５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414157600

（準市内） 四国システム開発（株） 高松事業所

高松市観光通二丁目２－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

営業種目６

営業種目７

営業種目８

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414136500

ステッカー・シール・ラベ

営業種目５

8003 映画・ビデオ

その他の看板・テント・

8099 その他の企画・制作

8006 デザイン

6414530900

（市内）

（株）四国自動車部品商会

高松市中央町５－２９

23 車両類

2306 車両部品・用品類

2399 その他の車両類

6414530900

（市内）

（株）四国自動車部品商会

高松市中央町５－２９

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2504 塗装用品

2599 用品類

6420625600

（市内）

四国事務機（株）

高松市屋島西町２２９１

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6420625600

（市内）

四国事務機（株）

高松市屋島西町２２９１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414111700

（市内）

（有）四国食品機器サービス

高松市多肥上町７１４－４

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

6414675800

（市内）

（株）四国新聞社

高松市中野町１５－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414675800

（市内）

（株）四国新聞社

高松市中野町１５－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

その他の工具・塗装等

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表
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6417169600

（市内）

四国新聞メディア（株）

高松市中野町１５－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6417169600

（市内）

四国新聞メディア（株）

高松市中野町１５－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

6414064300

（市内）

四国石油（株）

高松市藤塚町一丁目３－２８

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414064300

（市内）

四国石油（株）

高松市藤塚町一丁目３－２８

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6414210400

（市内）

（株）四国総合研究所

高松市屋島西町２１０９－８

24 産業用機械類

2404 農業用機械器具

6414210400

（市内）

（株）四国総合研究所

高松市屋島西町２１０９－８

27 理化学機器類

2788 理化学機器類の修繕

6414124900

（市内）

四国測機販売（株）

高松市木太町２１９８－１

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2602 測量機器

2603 製図用機器

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6420127600

（市内）

（株）四国ダイケン

高松市寿町一丁目１－１２

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6420127600

（市内）

（株）四国ダイケン

高松市寿町一丁目１－１２

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7599 守点検

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

75 建築設備保守点検
6420127600

（市内）

（株）四国ダイケン

高松市寿町一丁目１－１２

通信・放送設備の保守

営業種目４

エレベーターの保守点

営業種目５

営業種目６

営業種目７

8007 写真撮影・製図

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

その他の建築設備の保
その他の衛生薬品材料

6414182700

（準市内） 四国大陽日酸（株） 香川営業所

高松市鹿角町字城ノ内３０１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1203 殺虫剤等防疫材

1299 類

6414182700

（準市内） 四国大陽日酸（株） 香川営業所

高松市鹿角町字城ノ内３０１

35 ガス類

3502 天然ガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

6414182700

（準市内） 四国大陽日酸（株） 香川営業所

高松市鹿角町字城ノ内３０１

82 医療

8204 医療機器の保守点検

8299 その他の医療

6414182700

（準市内） 四国大陽日酸（株） 香川営業所

高松市鹿角町字城ノ内３０１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8399 点検

その他の機器等の保守

6414203600

（市内）

（株）四国中央観光

高松市松並町１０４３－１

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414167100

（市内）

（株）四国中検

高松市亀井町４－２

78 調査・測定

7803 理化学検査

6414167100

（市内）

（株）四国中検

高松市亀井町４－２

81 運搬・保管

8199 その他の運搬・保管

6414167100

（市内）

（株）四国中検

高松市亀井町４－２

82 医療

8202 集団検診等

8203 医療検査

8299 その他の医療

6414111800

（市内）

四国厨房器製造（株）

高松市勅使町７０８

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

6414708500

（市内）

（有）四国通管

高松市多肥上町１１０８

89 提供

8999 務の提供

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

1399 その他の工業薬品類

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

22 視聴覚機器類

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

2288 視聴覚機器類の修繕

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7512 点検

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414040700

（準市内） 四国通建（株） 高松支店

高松市昭和町１－１－２６

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

通信・放送設備の保守

6414136600

（市内）

四国通商（株）

高松市丸の内４－４

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414136600

（市内）

四国通商（株）

高松市丸の内４－４

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

6414136600

（市内）

四国通商（株）

高松市丸の内４－４

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

6414040800

（市内）

（有）四国ディエスジャパン

高松市太田上町１－１

02 事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414040800

（市内）

（有）四国ディエスジャパン

高松市太田上町１－１

51 買受

5199 その他の買受

6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

78 調査・測定

7802 環境測定

通信・放送設備の保守

営業種目８

その他の建築設備の保

監視制御装置の保守点

7510 検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
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6414177800

（市内）

四国テクニカルメンテナンス（株）

高松市室新町９６６－１

89 提供

8999 務の提供

6414074100

（市内）

（株）四国テクノサービス

高松市鶴市町１７番地１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414074100

（市内）

（株）四国テクノサービス

高松市鶴市町１７番地１

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

6414074100

（市内）

（株）四国テクノサービス

高松市鶴市町１７番地１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

6414088800

（市内）

四国寺岡オートドア（株）

高松市宮脇町１－２－３１

75 建築設備保守点検

7507 自動ドアの保守点検

6414269700

（市内）

一（財）四国電気保安協会

高松市福岡町三丁目３１－１５

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7511 消防設備の保守点検

6414157700

（市内）

（株）四国電子計算センター

高松市古新町１－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

6414157700

（市内）

（株）四国電子計算センター

高松市古新町１－７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414157700

（市内）

（株）四国電子計算センター

高松市古新町１－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

6414157700

（市内）

（株）四国電子計算センター

高松市古新町１－７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414131800

（市内）

（株）四国東通

高松市伏石町２０７４－４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2106 無線機

6414131800

（市内）

（株）四国東通

高松市伏石町２０７４－４

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

6414131800

（市内）

（株）四国東通

高松市伏石町２０７４－４

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414131800

（市内）

（株）四国東通

高松市伏石町２０７４－４

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414040900

（市内）

四国特機（株）

高松市田村町８６６－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

6414040900

（市内）

四国特機（株）

高松市田村町８６６－１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414040900

（市内）

四国特機（株）

高松市田村町８６６－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414040900

（市内）

四国特機（株）

高松市田村町８６６－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414038900

（市内）

四国トラステック（株）

高松市朝日新町２４－２０

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414682100

（市内）

四国日通プロパン販売（株）

高松市朝日町四丁目４９６－１１４

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

6414041000

（市内）

四国ネコス（株）

高松市藤塚町二丁目１０－１０

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414781600

（市内）

四国ノーミ（株）

高松市多肥下町１５１６－１

29 消防・防災用具類

2904 消火器(剤)

6414781600

（市内）

四国ノーミ（株）

高松市多肥下町１５１６－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検
0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の業務委託・役

通信・放送設備の保守

0299 その他の事務用機器類

通信・放送設備の保守

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

71 レンタル・リース

7199 ス

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414088900

（準市内） （株）しこく美装 高松営業所

高松市浜ノ町６３－８

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

その他のレンタル・リー

6414041100

（市内）

（株）四国日立システムズ

高松市中央町５－３１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414041100

（市内）

（株）四国日立システムズ

高松市中央町５－３１

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414041100

（市内）

（株）四国日立システムズ

高松市中央町５－３１

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414041100

（市内）

（株）四国日立システムズ

高松市中央町５－３１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414089000

（市内）

四国ビル総合管理（株）

高松市御厩町１５５１－１

73 建物管理

7302 空気環境の測定

6414089000

（市内）

四国ビル総合管理（株）

高松市御厩町１５５１－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414317700

（市内）

（株）四国ビルメンテック

高松市春日町６７９－４

18 清掃用具類

1899 その他の清掃用具類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

通信・放送設備の保守

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

0299 その他の事務用機器類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
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6414317700

（市内）

商号又は名称
（株）四国ビルメンテック

業種名

契約先所在地

営業種目１

高松市春日町６７９－４

73 建物管理

7301 建物清掃

6414131900

（準市内） （株）四国舞台テレビ照明 高松事務所

高松市中央町８－３

21 電気機器類

2103 照明器具

6414131900

（準市内） （株）四国舞台テレビ照明 高松事務所

高松市中央町８－３

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414131900

（準市内） （株）四国舞台テレビ照明 高松事務所

高松市中央町８－３

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414131900

（準市内） （株）四国舞台テレビ照明 高松事務所

高松市中央町８－３

80 企画・制作

8004 イベント

6414131900

（準市内） （株）四国舞台テレビ照明 高松事務所

高松市中央町８－３

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

その他の業務委託・役
その他の室内装飾・寝

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1602 ベッド(一般用)

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

3107 のぼり

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

61 製造の請負

6113 電気器具

6114 機械器具

6115 通信機器

6116 消防防災器具

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

62 資材

6207 木材

6299 その他の資材

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

7804 作業環境測定

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

6414170400

（市内）

四国プランニング（株）

高松市中央町１５－１４

89 提供

8901 複写

8904 筆耕

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414367500

（市外）

シコク分析センター（株）

丸亀市北平山町２－１４－１０

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414367500

（市外）

シコク分析センター（株）

丸亀市北平山町２－１４－１０

78 調査・測定

7802 環境測定

6414487200

（市内）

四国貿易（株）

高松市円座町１６２１－３

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1303 活性炭

1399 その他の工業薬品類

6414487200

（市内）

四国貿易（株）

高松市円座町１６２１－３

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414487200

（市内）

四国貿易（株）

高松市円座町１６２１－３

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414136800

（市内）

四国三菱電機販売（株）

高松市朝日新町２９－１８

22 視聴覚機器類

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

6414136800

（市内）

四国三菱電機販売（株）

高松市朝日新町２９－１８

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

高松市朝日町五丁目１５－１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

8104 保管

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7599 守点検

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

6414321400

（準市内） 四国名鉄運輸（株） 高松支店

その他の業務委託・役務の

その他の建築設備の保

四国メインテナンス（株）

高松市仏生山町甲３８１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414074300

（市内）

四国メインテナンス（株）

高松市仏生山町甲３８１

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

6414074300

（市内）

四国メインテナンス（株）

高松市仏生山町甲３８１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

監視制御装置の保守点

6414120800

（準市内） 四国八洲薬品（株） 高松営業所

高松市林町１４８－１９

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

6414120800

（準市内） 四国八洲薬品（株） 高松営業所

高松市林町１４８－１９

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

（市内）

四国ユアサ電池販売（株） 高松営業所

高松市東ハゼ町１５－８

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414120900

（市内）

四国理水（株）

高松市新北町１１－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414530400

（市内）

四国旅客鉄道（株） ワープ高松支店

高松市浜ノ町１－２０

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414993600

（市外）

（有）四国ローボーシステム

徳島市名東町二丁目６４０－１６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414197000

（市外）

（株）システム環境研究所 大阪事務所

吹田市広芝町５－４

89 提供

8999 務の提供

6417935600

（市外）

システムスクエア（株）

大阪市淀川区西宮原２－７－６１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417935600

（市外）

システムスクエア（株）

大阪市淀川区西宮原２－７－６１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6417935600

（市外）

システムスクエア（株）

大阪市淀川区西宮原２－７－６１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6417935600

（市外）

システムスクエア（株）

大阪市淀川区西宮原２－７－６１

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

8905 人材派遣

7899 その他の調査・測定

7599 守点検

（市内）

6414699900

その他の看板・テント・

3199 旗類

その他の業務委託・役

6414074300

その他の業務委託・役務の

営業種目８

通信・放送設備の保守

消防・防災用具類の修

2988 繕

その他の建築設備の保

1308 キレート剤

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
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6414138800

（市外）

シチズンＴＩＣ（株） 大阪支店

大阪市城東区東中浜８－３－２０

21 電気機器類

2104 時計

6414059900

（市外）

（株）自治体病院共済会

千代田区紀尾井町３－２７

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414059900

（市外）

（株）自治体病院共済会

千代田区紀尾井町３－２７

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6414059900

（市外）

（株）自治体病院共済会

千代田区紀尾井町３－２７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414059900

（市外）

（株）自治体病院共済会

千代田区紀尾井町３－２７

89 提供

8907 損害保険

6414057400

（市外）

漆器山富

木田郡三木町大字下高岡１７

03 オフィス等家具類

0304 木工製品

0305 応接調度品

6414057400

（市外）

漆器山富

木田郡三木町大字下高岡１７

33 贈答

3304 工芸品

3399 その他の贈答

高松市松縄町１０１８－２

26 計量器具類

2601 一般計量器具

2602 測量機器

2603 製図用機器

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

2906 消防用被服

2908 安全保護具

2988 繕

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414125000

商号又は名称

（準市内） （株）ジツタ 高松支店

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目７

営業種目８

7105 医療・介護機器

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6414809800

（市外）

ＪＩＰテクノサイエンス（株） 大阪テクノセンタ

大阪市淀川区西中島２－１２－１１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414697300

（市内）

自動ドア販売（株）

高松市木太町４６６－８

75 建築設備保守点検

7507 自動ドアの保守点検

6414697300

（市内）

自動ドア販売（株）

高松市木太町４６６－８

89 提供

8999 務の提供

6414206200

（市外）

信濃化学工業（株）

長野市桐原１－２－１２

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

6414192700

（市内）

篠原商事（株）

高松市錦町１－１５－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

6414689600

（市内）

（有）篠原プロパン

高松市香川町大野７０－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3405 白灯油

6414689600

（市内）

（有）篠原プロパン

高松市香川町大野７０－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6420163600

（市内）

（株）シビルサポート

高松市元山町９４３－１

26 計量器具類

2602 測量機器

6420163600

（市内）

（株）シビルサポート

高松市元山町９４３－１

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

6420163600

（市内）

（株）シビルサポート

高松市元山町９４３－１

71 レンタル・リース

7199 ス

6421187900

（市外）

（株）シフト

岡山市南区福吉町３－２２

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6421187900

（市外）

（株）シフト

岡山市南区福吉町３－２２

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

6421187900

（市外）

（株）シフト

岡山市南区福吉町３－２２

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6421187900

（市外）

（株）シフト

岡山市南区福吉町３－２２

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

6414681900

（市内）

（有）島タイヤ

高松市飯田町１２３７－１０

23 車両類

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2799 その他の理化学機器類

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7507 自動ドアの保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7599 守点検

7702 機械警備

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

その他のガソリン･軽油・

3503 ガス器具

2707 気象計器類

その他のレンタル・リー

6414125200

（準市内） （株）島津製作所 四国支店

高松市番町１－６－１

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414125200

（準市内） （株）島津製作所 四国支店

高松市番町１－６－１

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

6414191200

（準市内）

島津メディカルシステムズ（株） 中四国支店 香川
高松市今里町１－２７－３
営業所

11 医療機器類

1101 器具

6414191200

（準市内）

島津メディカルシステムズ（株） 中四国支店 香川
高松市今里町１－２７－３
営業所

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6417111700

（市外）

島根水道（株）

松江市宍道町佐々布２１３－２５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417931600

（市外）

（株）シミズ・ビルライフケア Ｓ・ＢＬＣ関西社

大阪市西区土佐堀一丁目３－７

73 建物管理

7301 建物清掃

6417931600

（市外）

（株）シミズ・ビルライフケア Ｓ・ＢＬＣ関西社

大阪市西区土佐堀一丁目３－７

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6417931600

（市外）

（株）シミズ・ビルライフケア Ｓ・ＢＬＣ関西社

大阪市西区土佐堀一丁目３－７

診療･手術･臨床用機械

（市外）

（株）シミズ・ビルライフケア Ｓ・ＢＬＣ関西社

大阪市西区土佐堀一丁目３－７

6417931600

（市外）

（株）シミズ・ビルライフケア Ｓ・ＢＬＣ関西社

大阪市西区土佐堀一丁目３－７

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414077000

（市外）

清水工業（株）

彦根市楡町２５０

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414077100

（市外）

（株）清水合金製作所 中国四国営業所

岡山市南区西市８０６－９

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414077200

（市外）

（株）清水鐵工所

彦根市安清町４－１６

61 製造の請負

6101 水道用資材

その他の消防・防災用

2999 具類

その他の建築設備の保

1188 医療機器類の修繕

75 建築設備保守点検
6417931600

監視制御装置の保守点

消防・防災用具類の修

通信・放送設備の保守

エレベーターの保守点

7407 有害鳥獣・害虫駆除

その他の建築設備の保

監視制御装置の保守点

7510 検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
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6414158000

（市内）

ジムファイリングシステム（株）

高松市福岡町３－７－１８

79 情報・通信

7905 データ処理

6414041500

（市内）

（有）ジャーナル

高松市塩上町二丁目１ー１７

05 紙類

0501 封筒

0502 複写機用紙

0503 印刷用紙

6414041500

（市内）

（有）ジャーナル

高松市塩上町二丁目１ー１７

43 印刷(その他)

4302 地図

4303 製本

4304 ビニール加工

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414041500

（市内）

（有）ジャーナル

高松市塩上町二丁目１ー１７

79 情報・通信

7905 データ処理

6414041500

（市内）

（有）ジャーナル

高松市塩上町二丁目１ー１７

89 提供

8901 複写

8999 務の提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

（準市内） シャープファイナンス（株） 香川支店

高松市朝日町六丁目２－８

71 レンタル・リース

7101 車両

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

6414705300

（準市内） （株）シャープ松山オーエー 香川営業所

高松市上之町１丁目９－２５－１０１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414705300

（準市内） （株）シャープ松山オーエー 香川営業所

高松市上之町１丁目９－２５－１０１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414705300

（準市内） （株）シャープ松山オーエー 香川営業所

高松市上之町１丁目９－２５－１０１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

1002 雑誌

6419641600

（市外）

（株）社会保険研究所

広島市中区上八丁堀５－１５

10 図書類

1001 書籍

6419641600

（市外）

（株）社会保険研究所

広島市中区上八丁堀５－１５

43 印刷(その他)

4301 ル

4303 製本
0906 教材教具

（準市内） （株）ジャクエツ 高松店

高松市上天神町７８４－４

09 保育用具類

0901 保育遊具

6414178400

（準市内） （株）ジャクエツ 高松店

高松市上天神町７８４－４

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

6415039600

（準市内） 写測エンジニアリング（株） 四国支店

高松市岡本町４８９－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6415039600

（準市内） 写測エンジニアリング（株） 四国支店

高松市岡本町４８９－５

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6415039600

（準市内） 写測エンジニアリング（株） 四国支店

高松市岡本町４８９－５

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414132000

（準市内） ジャトー（株） 四国営業所

高松市築地町１６－１４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2104 時計

2106 無線機

6414132000

（準市内） ジャトー（株） 四国営業所

高松市築地町１６－１４

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

7905 データ処理

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

22 視聴覚機器類
6414132000

（準市内） ジャトー（株） 四国営業所

高松市築地町１６－１４

2299 その他の視聴覚機器類

6414132000

（準市内） ジャトー（株） 四国営業所

高松市築地町１６－１４

75 建築設備保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

6414132000

（準市内） ジャトー（株） 四国営業所

高松市築地町１６－１４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理
0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

8004 イベント

8005 各種講習

6414178500

（市外）

蛇の目ミシン工業（株） 観音寺支店

観音寺市観音寺町甲１０１７－５

08 学校教材類

0801 教育教材

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

43 印刷(その他)

4303 製本

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414167300

（市外）

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９－５

89 提供

8903 速記

6414213900

（市外）

（株）ジャパンウォーター

千代田区九段北一丁目２－３

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

83 機器等保守点検

6414963600

（市外）

ジャパンレイクアンドキャナル（株）

長浜市平方町８６８－１－１１１１

89 提供

8999 務の提供

6414089200

（市内）

（株）シュアテック

高松市元山町９２－１０

71 レンタル・リース

7199 ス

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の機器等の保守

8399 点検

その他の業務委託・役
その他のレンタル・リー

営業種目８

4305 封筒印刷

6414178400

通信・放送設備の保守

営業種目７

その他の業務委託・役

6414096300

ステッカー・シール・ラベ

営業種目６

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2288 視聴覚機器類の修繕

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414089200

（市内）

（株）シュアテック

高松市元山町９２－１０

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6421206000

（市外）

湘栄ジャパン（株）

大阪市阿倍野区昭和町二丁目１９－２８

11 医療機器類

1101 器具

6421206000

（市外）

湘栄ジャパン（株）

大阪市阿倍野区昭和町二丁目１９－２８

51 買受

5199 その他の買受

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

診療･手術･臨床用機械

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

1102 検査用機械器具

6414082400

（準市内） （株）城西 高松支店

高松市檀紙町字中森１１６７－１

15 衣料品･靴・鞄類

1502 作業服

1505 手袋

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

6414082400

（準市内） （株）城西 高松支店

高松市檀紙町字中森１１６７－１

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

1510 安全靴

6414649600

（市外）

（株）上智 中四国支店

観音寺市古川町７１１－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414649600

（市外）

（株）上智 中四国支店

観音寺市古川町７１１－１

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414649600

（市外）

（株）上智 中四国支店

観音寺市古川町７１１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414649600

（市外）

（株）上智 中四国支店

観音寺市古川町７１１－１

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414054300

（市外）

（株）昭文社

千代田区麹町三丁目１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414054300

（市外）

（株）昭文社

千代田区麹町三丁目１

43 印刷(その他)

4302 地図

6414054300

（市外）

（株）昭文社

千代田区麹町三丁目１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414054300

（市外）

（株）昭文社

千代田区麹町三丁目１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414056200

（市内）

（有）照文堂

高松市天神前５－２９

01 文具類

0104 印判用品

6414056200

（市内）

（有）照文堂

高松市天神前５－２９

04 印章類

0401 回転印

0402 ゴム印

0403 公印

0404 特殊朱肉

0499 その他の印章類

6419861900

（市外）

昌平（株）

尼崎市道意町六丁目４９

51 買受

5199 その他の買受

6419861900

（市外）

昌平（株）

尼崎市道意町六丁目４９

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

7999 その他の情報・通信

6414041700

（準市内） （株）昭和商会 高松支店

高松市栗林町２－１４－３９

05 紙類

0502 複写機用紙

6414041700

（準市内） （株）昭和商会 高松支店

高松市栗林町２－１４－３９

17 家庭用品類

1705 ﾊﾟｰ

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

6417283600

（市内）

（株）ジョーソンドキュメンツ

高松市林町３５１－２０

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

6417283600

（市内）

（株）ジョーソンドキュメンツ

高松市林町３５１－２０

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6417283600

（市内）

（株）ジョーソンドキュメンツ

高松市林町３５１－２０

89 提供

8902 翻訳・通訳

8999 務の提供

6414089400

（市外）

ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１ー４３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414089400

（市外）

ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１ー４３

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414681100

（市内）

白川自動車鈑金塗装

高松市仏生山町甲１０１２－１

23 車両類

2388 車両類の修繕

6414428100

（市外）

（有）白鳥解体

東かがわ市湊２４９

51 買受

5101 金属屑

6414428100

（市外）

（有）白鳥解体

東かがわ市湊２４９

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

2288 視聴覚機器類の修繕

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

75 建築設備保守点検

7512 点検

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6420407600

（市外）

（株）城山

姫路市飾東町豊国２８９－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6416835600

（市内）

新英工業（株）

高松市茜町２０－１４

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6416835600

（市内）

新英工業（株）

高松市茜町２０－１４

29 消防・防災用具類

2902 消防ポンプ

6414057500

（市内）

（株）新大阪

高松市上天神町７８０－６

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

5102 紙・繊維

通信・放送設備の保守

7904 ホームページ作成・管理

2103 照明器具

3303 繊維製品

5103 車両

5199 その他の買受

その他の衣料品･靴・鞄

1599 類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414178700

（市内）

（株）塵芥センター

高松市一宮町１６８６－６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414178700

（市内）

（株）塵芥センター

高松市一宮町１６８６－６

76 廃棄物処理

6414178700

（市内）

（株）塵芥センター

高松市一宮町１６８６－６

89 提供

8999 務の提供

（準市内） 新川電機（株） 四国営業所

高松市伏石町２１２８－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

6414125300

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

2702 化学分析装置

（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

神戸市灘区岩屋北町４－５－２２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414536800

（市外）

（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

神戸市灘区岩屋北町４－５－２２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7199 ス

6414536800

（市外）

（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

神戸市灘区岩屋北町４－５－２２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6416929600

（市外）

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社

大阪市中央区備後町４丁目１－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6416929600

（市外）

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社

大阪市中央区備後町４丁目１－３

83 機器等保守点検

8399 点検

6416929600

（市外）

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社

大阪市中央区備後町４丁目１－３

89 提供

8999 務の提供

6414057600

（市内）

新光工芸（株）

高松市番町三丁目４－１４

33 贈答

3304 工芸品

6414064600

（市内）

新高商事（株）

高松市木太町９区５６０－２

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

処分（特別管理産業廃

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

その他のレンタル・リー

その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

6414178900

（準市内） シンコースポーツ（株） 四国支店

高松市寿町１丁目１－１２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414178900

（準市内） シンコースポーツ（株） 四国支店

高松市寿町１丁目１－１２

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役

6414458900

（市外）

シンサクメタル（株）

丸亀市蓬莱町２８－１５

51 買受

5101 金属屑

5103 車両

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

21 電気機器類

2103 照明器具

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414137300

（市内）

（株）シンニチ

高松市藤塚町３－１３－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

通信・放送設備の保守

6414067100

（準市内） 新日本法規出版（株） 高松支社

高松市扇町三丁目１４－１１

22 視聴覚機器類

2204 視聴覚ソフト

2299 その他の視聴覚機器類

6414067100

（準市内） 新日本法規出版（株） 高松支社

高松市扇町三丁目１４－１１

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

3399 その他の贈答

6414049900

（市内）

新日本印刷（株）

高松市木太町２１５８番地

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414049900

（市内）

新日本印刷（株）

高松市木太町２１５８番地

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6414049900

（市内）

新日本印刷（株）

高松市木太町２１５８番地

80 企画・制作

8006 デザイン

6414179000

（市内）

（株）新日本清掃

高松市福岡町三丁目６－３６

73 建物管理

7301 建物清掃

6414179000

（市内）

（株）新日本清掃

高松市福岡町三丁目６－３６

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414179000

（市内）

（株）新日本清掃

高松市福岡町三丁目６－３６

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

その他の業務委託・役務の

営業種目６

2788 理化学機器類の修繕

（市外）

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

6414536800

その他の業務委託・役務の

営業種目４

7502 浄化槽清掃

その他の業務委託・役

6414839600

（準市内） 新日本有限責任監査法人 高松事務所

高松市古新町３－１

89 提供

8999 務の提供

6414681300

（準市内） シンフォニアエンジニアリング（株） 四国営業所

高松市天神前１０－１２

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414681300

（準市内） シンフォニアエンジニアリング（株） 四国営業所

高松市天神前１０－１２

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414476500

（準市内） 新明和アクアテクサービス（株） 高松ステーション

高松市屋島西町１９７９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414476500

（準市内） 新明和アクアテクサービス（株） 高松ステーション

高松市屋島西町１９７９

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414678800

（準市内）

新明和工業（株） 特装車事業部営業本部 中国支
高松市屋島西町１９７９
店 四国営業所

23 車両類

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

6414678800

（準市内）

新明和工業（株） 特装車事業部営業本部 中国支
高松市屋島西町１９７９
店 四国営業所

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2499 その他の産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

その他の建築設備の保

7503 浄化槽保守点検

その他のガソリン･軽油・

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414678800

（準市内）

新明和工業（株） 特装車事業部営業本部 中国支
高松市屋島西町１９７９
店 四国営業所

83 機器等保守点検

6414678800

（準市内）

新明和工業（株） 特装車事業部営業本部 中国支
高松市屋島西町１９７９
店 四国営業所

89 提供

8999 務の提供

6419997600

（準市内） 信和警備保障（株） 高松支店

高松市観光通一丁目２－８

77 警備・受付

7799 その他の警備・受付

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目５

営業種目６

営業種目７

8301 機器の保守点検
その他の業務委託・役

6414298700

（市外）

（株）水研 中国支店

広島市東区若草町９－６

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414387300

（市外）

水道機工（株） 大阪支店

吹田市江坂町１－２３－２６

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

6414387300

（市外）

水道機工（株） 大阪支店

吹田市江坂町１－２３－２６

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

2788 理化学機器類の修繕

2799 その他の理化学機器類

6414387300

（市外）

水道機工（株） 大阪支店

吹田市江坂町１－２３－２６

61 製造の請負

6107 計測器

6114 機械器具

6119 薬品

6414387300

（市外）

水道機工（株） 大阪支店

吹田市江坂町１－２３－２６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6419211600

（市外）

（株）水道産業新聞社

大阪市北区豊崎２－７－９

31 看板・テント・旗類

3103 腕章

3104 たれ幕

3107 のぼり

6419211600

（市外）

（株）水道産業新聞社

大阪市北区豊崎２－７－９

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

6419211600

（市外）

（株）水道産業新聞社

大阪市北区豊崎２－７－９

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

6420975600

（市外）

水道総合プランニング（株）

和光市本町２２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414720200

（市外）

水道マッピングシステム（株）

新宿区内藤町８７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414720200

（市外）

水道マッピングシステム（株）

新宿区内藤町８７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414720200

（市外）

水道マッピングシステム（株）

新宿区内藤町８７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414720200

（市外）

水道マッピングシステム（株）

新宿区内藤町８７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414720200

（市外）

水道マッピングシステム（株）

新宿区内藤町８７

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414174200

（準市内） 水ｉｎｇ（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414174200

（準市内） 水ｉｎｇ（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414174200

（準市内） 水ｉｎｇ（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414174200

（準市内） 水ｉｎｇ（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

83 機器等保守点検

8399 点検

6414174200

（準市内） 水ｉｎｇ（株） 高松営業所

高松市多肥下町１５２４－９

89 提供

8999 務の提供
1404 苗木

その他の業務委託・役務の

営業種目４

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7906 計算業務

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

7505 電気設備の保守点検

7510 検

7599 守点検

監視制御装置の保守点

1305 清缶剤･洗浄剤

1399 その他の工業薬品類

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

0506 特殊紙

0599 その他の紙類

その他の建築設備の保

その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

6414388800

（市内）

末澤緑地（株）

高松市鬼無町鬼無１２２

14 農業･園芸用品類

6414388800

（市内）

末澤緑地（株）

高松市鬼無町鬼無１２２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414515900

（市内）

（株）末友造園

高松市鹿角町５８５－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

6414845700

（市外）

Ｓｋｙ（株）

大阪市淀川区宮原３－４－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414845700

（市外）

Ｓｋｙ（株）

大阪市淀川区宮原３－４－３０

08 学校教材類

0803 視聴覚教育機器

6420311600

（市内）

（株）スカイテクノス

高松市林町６９０－１

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6420311600

（市内）

（株）スカイテクノス

高松市林町６９０－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6420311600

（市内）

（株）スカイテクノス

高松市林町６９０－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414242600

（市外）

主基保缶工業（株）

綾歌郡綾川町枌所東１２５

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

6414242600

（市外）

主基保缶工業（株）

綾歌郡綾川町枌所東１２５

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414047100

（市外）

杉山紙業（有）

丸亀市土居町三丁目１２－６

05 紙類

0501 封筒

0502 複写機用紙

0503 印刷用紙

6414047100

（市外）

杉山紙業（有）

丸亀市土居町三丁目１２－６

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

0699 その他の音楽用具類

6414679700

（準市内） 鈴木楽器販売（株）四国営業所

高松市多賀町２－１７－１３

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

6414679700

（準市内） 鈴木楽器販売（株）四国営業所

高松市多賀町２－１７－１３

08 学校教材類

0899 その他の学校教材類

1405 種子

0504 包装用紙

0505 和紙･板紙

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414096400

（市内）

鈴木観葉植物園

高松市六条町１３５６－２

71 レンタル・リース

7107 植物

6414129300

（市内）

（株）スズキ自販香川

高松市檀紙町１２２５－１

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

6414129300

（市内）

（株）スズキ自販香川

高松市檀紙町１２２５－１

71 レンタル・リース

7101 車両

7106 衛生介護用品

6414129300

（市内）

（株）スズキ自販香川

高松市檀紙町１２２５－１

83 機器等保守点検

8399 点検

6414129300

（市内）

（株）スズキ自販香川

高松市檀紙町１２２５－１

89 提供

8907 損害保険

6414701900

（市内）

（有）鈴木樹園

高松市新田町甲２５９２－１６

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

6414701900

（市内）

（有）鈴木樹園

高松市新田町甲２５９２－１６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414701900

（市内）

（有）鈴木樹園

高松市新田町甲２５９２－１６

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414708000

（市内）

（有）ススキダ電器商会

高松市仏生山町甲１８７４ー６

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

6414210500

（市外）

（株）スタジオ三十三

京都市伏見区竹田松林町１１

08 学校教材類

0899 その他の学校教材類

6414210500

（市外）

（株）スタジオ三十三

京都市伏見区竹田松林町１１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414210500

（市外）

（株）スタジオ三十三

京都市伏見区竹田松林町１１

80 企画・制作

8002 展示物

6414210500

（市外）

（株）スタジオ三十三

京都市伏見区竹田松林町１１

89 提供

8999 務の提供

6414520300

（市外）

（有）ステップライフ

さぬき市寒川町石田東甲５６１－１

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6414520300

（市外）

（有）ステップライフ

さぬき市寒川町石田東甲５６１－１

73 建物管理

7301 建物清掃

6414179100

（市内）

（株）スペース

高松市伏石町２０７４－４

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

高松市屋島西町２４９９－８

78 調査・測定

7803 理化学検査

6414245500

商号又は名称

（準市内） （株）スペック 高松営業所

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

営業種目８

その他の機器等の保守

その他の農業･園芸用

8004 イベント

その他の業務委託・役
その他のレンタル・リー

7199 ス

8099 その他の企画・制作

6414716400

（市外）

（株）住化分析センター クライアントサービス本部
愛媛営業部

新居浜市菊本町一丁目７－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414316200

（市外）

住重環境エンジニアリング（株） 大阪支店

大阪市北区中之島２－３－３３

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

6414316200

（市外）

住重環境エンジニアリング（株） 大阪支店

大阪市北区中之島２－３－３３

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414316200

（市外）

住重環境エンジニアリング（株） 大阪支店

大阪市北区中之島２－３－３３

83 機器等保守点検

8399 点検

6414299100

（市外）

角田鉄工（株） 大阪営業所

摂津市東別府四丁目１－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

高松市サンポート２－１

71 レンタル・リース

7101 車両

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414096500

（準市内） 住友三井オートサービス（株） 高松支店

その他の機器等の保守

6414710200

（市外）

巣守金属工業（株）

広島市南区出島１－３４－７

32 標識類

3205 原動機付自転車標識

3299 その他の標識類

6420121600

（市外）

生興（株） 営業本部

東大阪市若江西新町四丁目８－２５

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

6414050000

（市内）

（株）成光社

高松市朝日町五丁目１４－２

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414050000

（市内）

（株）成光社

高松市朝日町五丁目１４－２

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414050000

（市内）

（株）成光社

高松市朝日町五丁目１４－２

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン

6414137800

（市外）

セイコータイムシステム（株） 大阪営業所

大阪市西区靱本町２－３－２

07 運動用具類

0799 その他の運動用具類

6414137800

（市外）

セイコータイムシステム（株） 大阪営業所

大阪市西区靱本町２－３－２

21 電気機器類

2104 時計

6414179300

（市外）

西讃観光（株）

観音寺市植田町５０－１

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414317800

（市外）

（有）晴天

さぬき市寒川町石田東甲１４００－３

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414269000

（市内）

（株）星電

高松市木太町２０８２－８

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414269000

（市内）

（株）星電

高松市木太町２０８２－８

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6420735600

（準市内）

セイノースーパーエクスプレス（株） 高松航空営業
高松市鶴市町８０
所

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414705600

（市内）

（株）誠良興業

80 企画・制作

8004 イベント

高松市春日町１２９

2199 その他の電気機器類

その他の建築設備の保

7599 守点検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414715900

（市外）

（株）正和クリーン

尾道市長者原１－２２０－７

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414715900

（市外）

（株）正和クリーン

尾道市長者原１－２２０－７

51 買受

5199 その他の買受

6414652400

（市外）

（株）セーフティーサポート

坂出市江尻町１５４４－７

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414652400

（市外）

（株）セーフティーサポート

坂出市江尻町１５４４－７

89 提供

8999 務の提供

6414102600

（市内）

セーラー広告（株）

高松市扇町二丁目７－２０

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414102600

（市内）

セーラー広告（株）

高松市扇町二丁目７－２０

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414704400

（市内）

（有）瀬川オートサービス

高松市香川町川東上６３６－１１２

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414704400

（市内）

（有）瀬川オートサービス

高松市香川町川東上６３６－１１２

89 提供

8907 損害保険
0503 印刷用紙

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

7704 駐車場管理

営業種目３

営業種目４

営業種目５

7799 その他の警備・受付

その他の業務委託・役

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

0504 包装用紙

0505 和紙･板紙

0506 特殊紙

6414050100

（準市内） セキ（株） 高松支店

高松市番町三丁目３－１７

05 紙類

0501 封筒

6414050100

（準市内） セキ（株） 高松支店

高松市番町三丁目３－１７

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414050100

（準市内） セキ（株） 高松支店

高松市番町三丁目３－１７

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414050100

（準市内） セキ（株） 高松支店

高松市番町三丁目３－１７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

6414698000

（市内）

（株）セキヤ

高松市春日町７０５－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

6414698000

（市内）

（株）セキヤ

高松市春日町７０５－１

71 レンタル・リース

7107 植物

7199 ス

6414698000

（市内）

（株）セキヤ

高松市春日町７０５－１

80 企画・制作

8004 イベント

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

29 消防・防災用具類

2904 消火器(剤)

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

75 建築設備保守点検

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

77 警備・受付

6414163700

（準市内） セコム（株） 高松統轄支社

高松市寿町２丁目１－１

89 提供

8999 務の提供

7801 調査・研究

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

7506 検

7507 自動ドアの保守点検

7511 消防設備の保守点検

7701 常駐警備

7702 機械警備

7799 その他の警備・受付

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

エレベーターの保守点

その他の業務委託・役

6414072200

（市内）

（株）設計コンサルタント

高松市田村町４８４－４

78 調査・測定

6414072200

（市内）

（株）設計コンサルタント

高松市田村町４８４－４

89 提供

8901 複写

6414691700

（市内）

瀬戸内クリーンサービス（有）

高松市庵治町１２０８－８

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414459500

（市外）

（株）瀬戸内航空写真

岡山市南区浦安南町６７３－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414459500

（市外）

（株）瀬戸内航空写真

岡山市南区浦安南町６７３－１

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414090000

（市外）

瀬戸内サービス（有）

綾歌郡綾川町滝宮１７８７－５

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414090000

（市外）

瀬戸内サービス（有）

綾歌郡綾川町滝宮１７８７－５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414090100

（市外）

瀬戸内清掃（有）

坂出市川津町５９５８

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414179400

（市内）

（株）瀬戸内トラベルサービス

高松市宮脇町一丁目２１－１４

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414247300

（市外）

ゼニヤ海洋サービス（株）

池田市豊島南二丁目１７６－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414247300

（市外）

ゼニヤ海洋サービス（株）

池田市豊島南二丁目１７６－１

89 提供

8999 務の提供

6414677200

（市内）

（株）セルコン

高松市一宮町７１０－１

26 計量器具類

2601 一般計量器具

6414677200

（市内）

（株）セルコン

高松市一宮町７１０－１

61 製造の請負

6106 計量器

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目６

7503 浄化槽保守点検

その他の業務委託・役

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

3105 テント

6414102800

（準市内） （株）セレスポ 高松支店

高松市三谷町５０７６－２

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

6414102800

（準市内） （株）セレスポ 高松支店

高松市三谷町５０７６－２

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7199 ス

その他のレンタル・リー

3107 のぼり

その他の看板・テント・

3199 旗類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414102800

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （株）セレスポ 高松支店

業種名

契約先所在地

営業種目１

高松市三谷町５０７６－２

80 企画・制作

8004 イベント

6418153600

（市外）

センコー（株） 岡山主管支店

倉敷市松江３－１８－２６

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6421246300

（市外）

（株）宣通

名古屋市東区東桜二丁目１６－２７

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414054500

（準市内） （株）ゼンリン 高松営業所

高松市上福岡町８１６－１

10 図書類

1003 地図

6414054500

（準市内） （株）ゼンリン 高松営業所

高松市上福岡町８１６－１

43 印刷(その他)

4302 地図

6414054500

（準市内） （株）ゼンリン 高松営業所

高松市上福岡町８１６－１

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414054500

（準市内） （株）ゼンリン 高松営業所

高松市上福岡町８１６－１

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

営業種目２

営業種目３

営業種目４

8103 梱包・発送代行

8104 保管

8199 その他の運搬・保管

6414456000

（市内）

（株）ソイルテック

高松市多肥上町９７１－１

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414456000

（市内）

（株）ソイルテック

高松市多肥上町９７１－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414456000

（市内）

（株）ソイルテック

高松市多肥上町９７１－１

78 調査・測定

7802 環境測定

6414680100

（市内）

（有）創育社

高松市昭和町二丁目１６－８

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

6414680100

（市内）

（有）創育社

高松市昭和町二丁目１６－８

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

1004 図書用品

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6415019600

（準市内） 装栄（株） 四国支店

高松市福岡町二丁目２１－１９

18 清掃用具類

1801 モップ類

6415019600

（準市内） 装栄（株） 四国支店

高松市福岡町二丁目２１－１９

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414095200

（市内）

（株）総合開発リネンサプライ事業部

観音寺市瀬戸町三丁目１－３２

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

6414095200

（市内）

（株）総合開発リネンサプライ事業部

観音寺市瀬戸町三丁目１－３２

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1604 カーテン

1699 具類

6414095200

（市内）

（株）総合開発リネンサプライ事業部

観音寺市瀬戸町三丁目１－３２

71 レンタル・リース

7199 ス

6414095200

（市内）

（株）総合開発リネンサプライ事業部

観音寺市瀬戸町三丁目１－３２

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

7299 その他のクリーニング

6414844500

（市外）

（株）総合環境計画 四国事務所

徳島市中前川町３－９－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414844500

（市外）

（株）総合環境計画 四国事務所

徳島市中前川町３－９－８

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414844500

（市外）

（株）総合環境計画 四国事務所

徳島市中前川町３－９－８

80 企画・制作

8004 イベント

8005 各種講習

6414844500

（市外）

（株）総合環境計画 四国事務所

徳島市中前川町３－９－８

89 提供

8999 務の提供

6415035600

（市外）

（株）総合計画機構

大阪市中央区谷町２－２－２２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6415035600

（市外）

（株）総合計画機構

大阪市中央区谷町２－２－２２

79 情報・通信

7905 データ処理

6415035600

（市外）

（株）総合計画機構

大阪市中央区谷町２－２－２２

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン

6415035600

（市外）

（株）総合計画機構

大阪市中央区谷町２－２－２２

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

11 医療機器類

1101 器具

6414163900

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

高松市サンポート２－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414163900

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

高松市サンポート２－１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414163900

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

高松市サンポート２－１

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414163900

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

高松市サンポート２－１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414163900

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

高松市サンポート２－１

89 提供

8999 務の提供

（市内）

（株）総合電子

高松市林町４７０－１

21 電気機器類

2106 無線機

6414674700

（市内）

（株）総合電子

高松市林町４７０－１

75 建築設備保守点検

7512 点検
7101 車両

71 レンタル・リース

6414423600

（準市内） 総合メディカル（株） 高松支店

高松市亀井町２－１

89 提供

その他の業務委託・役務の

1599 類

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

その他の室内装飾・寝

8007 写真撮影・製図

その他の業務委託・役

7702 機械警備

7799 その他の警備・受付

7103 情報機器

7104 事務機器

その他の業務委託・役

6414674700

高松市亀井町２－１

その他の衣料品･靴・鞄

1504 帽子

診療･手術･臨床用機械

高松市サンポート２－１

（準市内） 総合メディカル（株） 高松支店

0899 その他の学校教材類

その他の業務委託・役

（準市内） 綜合警備保障（株） 香川支社

6414423600

営業種目６

その他のレンタル・リー

6414163900

その他の業務委託・役務の

営業種目５

通信・放送設備の保守

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他のレンタル・リー

7199 ス

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414487400

（市内）

（有）双樹園

高松市円座町１５７５－１０

14 農業･園芸用品類

6414487400

（市内）

（有）双樹園

高松市円座町１５７５－１０

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414487400

（市内）

（有）双樹園

高松市円座町１５７５－１０

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１
1402 肥料

6414121500

（準市内） ソーダニッカ（株） 高松支店

高松市鍛冶屋町３

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414121500

（準市内） ソーダニッカ（株） 高松支店

高松市鍛冶屋町３

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414121500

（準市内） ソーダニッカ（株） 高松支店

高松市鍛冶屋町３

61 製造の請負

6101 水道用資材

営業種目２

営業種目３

営業種目４

1405 種子

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

7999 その他の情報・通信

十河商店

高松市塩江町安原上６３４

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414687300

（市内）

十河商店

高松市塩江町安原上６３４

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414319700

（市外）

（株）ソフトウェア・サービス

大阪市淀川区西宮原２－６－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414319700

（市外）

（株）ソフトウェア・サービス

大阪市淀川区西宮原２－６－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414697700

（市内）

（有）ソフトクリエイト

高松市屋島西町１１８３－１３

23 車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

6414697700

（市内）

（有）ソフトクリエイト

高松市屋島西町１１８３－１３

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

6414697700

（市内）

（有）ソフトクリエイト

高松市屋島西町１１８３－１３

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7512 点検

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6417135600

（市外）

ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部

港区東新橋１－９－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6420701600

（市外）

ソフトバンク・テクノロジー（株）

新宿区新宿六丁目２７－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6420701600

（市外）

ソフトバンク・テクノロジー（株）

新宿区新宿六丁目２７－３０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6420701600

（市外）

ソフトバンク・テクノロジー（株）

新宿区新宿六丁目２７－３０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414162300

（市外）

（株）ソラスト 岡山支社

岡山市北区下石井１－１－３

82 医療

8201 医療事務

6414162300

（市外）

（株）ソラスト 岡山支社

岡山市北区下石井１－１－３

89 提供

8905 人材派遣

6414753900

（市外）

ソリマチ（株）

長岡市表町１－４－２４

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414753900

（市外）

ソリマチ（株）

長岡市表町１－４－２４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

3402 軽油

通信・放送設備の保守

（準市内） ソレキア（株）高松支店

高松市藤塚町一丁目１０－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6414681800

（準市内） ソレキア（株）高松支店

高松市藤塚町一丁目１０－３０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

3503 ガス器具

3599 その他のガス類

大一ガス（株）

松山市萱町１－３－１２

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6421166700

（市外）

大一ガス（株）

松山市萱町１－３－１２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6421166700

（市外）

大一ガス（株）

松山市萱町１－３－１２

89 提供

8906 電力供給

6414729100

（市外）

第一環境（株）中・四国支店

岡山市北区下石井二丁目３番８号２０１

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414729100

（市外）

第一環境（株）中・四国支店

岡山市北区下石井二丁目３番８号２０１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414729100

（市外）

第一環境（株）中・四国支店

岡山市北区下石井二丁目３番８号２０１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414729100

（市外）

第一環境（株）中・四国支店

岡山市北区下石井二丁目３番８号２０１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414729100

（市外）

第一環境（株）中・四国支店

岡山市北区下石井二丁目３番８号２０１

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

水道メータ検針・料金収

8909 納

営業種目８

7407 有害鳥獣・害虫駆除

その他のガソリン･軽油・

特種用途車両（ぎ装・架

6414681800

（市外）

営業種目７

1303 活性炭

（市内）

6421166700

営業種目６

1404 苗木

6414687300

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

8999 務の提供

7999 その他の情報・通信

消防・防災用具類の修

2988 繕

その他の消防・防災用

2999 具類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414696900

（市内）

（有）第一観光

高松市円座町１１７４－２

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414696900

（市内）

（有）第一観光

高松市円座町１１７４－２

81 運搬・保管

8102 旅客運送

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

2701 電気計測器

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

8004 イベント

8006 デザイン

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

6414060000

（準市内） （株）大一器械 香川営業所

高松市伏石町２１２８－１

6414060000

（準市内） （株）大一器械 香川営業所

高松市伏石町２１２８－１

営業種目１

診療･手術･臨床用機械

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

2706 工業計器

27 理化学機器類
6414060000

（準市内） （株）大一器械 香川営業所

2799 その他の理化学機器類

高松市伏石町２１２８－１

6414710600

（市内）

ダイイチ空調サービス（有）

高松市香川町浅野３１３１－１７

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414710600

（市内）

ダイイチ空調サービス（有）

高松市香川町浅野３１３１－１７

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414710600

（市内）

ダイイチ空調サービス（有）

高松市香川町浅野３１３１－１７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414103000

（市内）

（株）大一広告

高松市中野町１６－３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ
2205 液晶ビジョン

その他の建築設備の保

7599 守点検

6414132100

（準市内） （株）第一興商 高松支店

高松市上之町１－１０－１０

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414132100

（準市内） （株）第一興商 高松支店

高松市上之町１－１０－１０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414132100

（準市内） （株）第一興商 高松支店

高松市上之町１－１０－１０

89 提供

8905 人材派遣

6414075700

（準市内） 大一産業（株） 高松支店

高松市朝日新町１９－２

17 家庭用品類

1702 台所用品

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

6414075700

（準市内） 大一産業（株） 高松支店

高松市朝日新町１９－２

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

その他の業務委託・役務の

6420729600

（市外）

（株）第一テック

大阪市淀川区木川東４－２－２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6420729600

（市外）

（株）第一テック

大阪市淀川区木川東４－２－２

61 製造の請負

6114 機械器具

6414138000

（市内）

大一電気工業（株）

高松市松福町２－４－６

21 電気機器類

2103 照明器具

6414138000

（市内）

大一電気工業（株）

高松市松福町２－４－６

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414138000

（市内）

大一電気工業（株）

高松市松福町２－４－６

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414067200

（市外）

第一法規（株）

港区南青山二丁目１１－１７

10 図書類

1001 書籍

6414067200

（市外）

第一法規（株）

港区南青山二丁目１１－１７

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414067200

（市外）

第一法規（株）

港区南青山二丁目１１－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414067200

（市外）

第一法規（株）

港区南青山二丁目１１－１７

89 提供

8999 務の提供

6414138100

（市外）

（有）第一無線サービス

木田郡三木町下高岡２２８２－４

21 電気機器類

2106 無線機

6414138100

（市外）

（有）第一無線サービス

木田郡三木町下高岡２２８２－４

75 建築設備保守点検

7512 点検

6420877600

（市外）

大栄環境（株）

和泉市テクノステージ二丁目３－２８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6420877600

（市外）

大栄環境（株）

和泉市テクノステージ二丁目３－２８

76 廃棄物処理

6414697800

（市内）

（株）大栄建設

高松市塩江町安原下第１号１４１９－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7405 除草・草刈

7499 その他の施設管理

6414678300

（市内）

（有）タイガートロフィー

高松市上福岡町７１１

20 トロフィー･徽章類

2001 トロフィー･カップ･楯

2002 徽章
7599 守点検

その他の業務委託・役務の

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

1002 雑誌

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

その他の業務委託・役

2188 電気機器類の修繕

通信・放送設備の保守

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414090300

（準市内） （株）ダイキアクシス 高松支店

高松市香西東町３５５－１

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414206700

（準市内） ダイキンエアテクノ（株） 高松営業所

高松市伏石町２１４１－２

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414206700

（準市内） ダイキンエアテクノ（株） 高松営業所

高松市伏石町２１４１－２

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414201100

（市外）

ダイキン工業（株） 西日本サービス部

大阪市北区錦町４－８２

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6420861600

（市外）

（株）大広

大阪市北区中之島２－２－７

77 警備・受付

7799 その他の警備・受付

6420861600

（市外）

（株）大広

大阪市北区中之島２－２－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420861600

（市外）

（株）大広

大阪市北区中之島２－２－７

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

その他のトロフィー･徽章

2099 類

その他の建築設備の保

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

処分（特別管理産業廃

7606 棄物）

営業種目７

2707 気象計器類

営業種目８

2788 理化学機器類の修繕

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420861600

（市外）

商号又は名称
（株）大広

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

大阪市北区中之島２－２－７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物
3104 たれ幕

営業種目３

営業種目４

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

4303 製本

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414103100

（準市内） （株）大広西日本 高松支社

高松市天神前２－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414103100

（準市内） （株）大広西日本 高松支社

高松市天神前２－１

43 印刷(その他)

4301 ル

6414103100

（準市内） （株）大広西日本 高松支社

高松市天神前２－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414103100

（準市内） （株）大広西日本 高松支社

高松市天神前２－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7906 計算業務

ステッカー・シール・ラベ

営業種目５
8006 デザイン

営業種目６
8007 写真撮影・製図

6420481600

（市外）

（株）ダイショウ

中央区八丁堀２－２１－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6420481600

（市外）

（株）ダイショウ

中央区八丁堀２－２１－２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6420481600

（市外）

（株）ダイショウ

中央区八丁堀２－２１－２

89 提供

8901 複写

8999 務の提供

6415522000

（市内）

（株）大進

高松市元山町１２２２－１

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6415522000

（市内）

（株）大進

高松市元山町１２２２－１

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6415522000

（市内）

（株）大進

高松市元山町１２２２－１

73 建物管理

7301 建物清掃

6415522000

（市内）

（株）大進

高松市元山町１２２２－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7510 検

7511 消防設備の保守点検

その他の業務委託・役務の

（準市内） 大成機工（株） 四国支店

高松市番町１－１－５

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414844700

（準市内） 大成設備（株） 四国営業所

高松市サンポート２－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

高松市鬼無町佐藤５８９－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

（市内）

（有）大成造園

営業種目８

8099 その他の企画・制作

その他の業務委託・役

6414077400

6414417800

営業種目７

6414090400

（準市内） 大成有楽不動産（株） 四国支店

高松市サンポート２－１

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

6414090400

（準市内） 大成有楽不動産（株） 四国支店

高松市サンポート２－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

エレベーターの保守点

監視制御装置の保守点

6414042300

（市内）

（株）ダイソク

高松市寺井町１２０－１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414042300

（市内）

（株）ダイソク

高松市寺井町１２０－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2707 気象計器類

2799 その他の理化学機器類

6414064900

（市内）

大同ガス産業（株）

高松市伏石町７０８－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

6414672400

（市内）

大同興業（株）

高松市朝日町四丁目３２－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1308 キレート剤

6414082800

（市内）

大東産業（株）

高松市香西南町１０２－４

31 看板・テント・旗類

3104 たれ幕

3105 テント

6414082800

（市内）

大東産業（株）

高松市香西南町１０２－４

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

3205 原動機付自転車標識

3288 標識類の修繕

3299 その他の標識類

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

7511 消防設備の保守点検

6414319800

（準市内） 大日本コンサルタント（株） 四国支店

高松市磨屋町３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414319800

（準市内） 大日本コンサルタント（株） 四国支店

高松市磨屋町３－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414319800

（準市内） 大日本コンサルタント（株） 四国支店

高松市磨屋町３－１

80 企画・制作

8006 デザイン

6414138200

（市外）

ダイハツディーゼル（株） 四国支店

今治市近見町３－６－４２

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414138200

（市外）

ダイハツディーゼル（株） 四国支店

今治市近見町３－６－４２

83 機器等保守点検

8399 点検

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7508 空調設備の保守点検

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

1707 収納用品

1799 その他の家庭用品類

2705 光学機械器具

2706 工業計器

2707 気象計器類

2788 理化学機器類の修繕

6414090500

（準市内） 太平ビルサービス（株） 高松支店

高松市中新町２－９

6414090500

（準市内） 太平ビルサービス（株） 高松支店

高松市中新町２－９

その他の機器等の保守

75 建築設備保守点検
6414090500

（準市内） 太平ビルサービス（株） 高松支店

高松市中新町２－９

6414090500

（準市内） 太平ビルサービス（株） 高松支店

高松市中新町２－９

通信・放送設備の保守

エレベーターの保守点

その他の建築設備の保

7512 点検

7599 守点検

77 警備・受付

7701 常駐警備

7703 受付

7704 駐車場管理

6414678400

（市内）

（株）大包

高松市岡本町１０６４－５

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

6414678400

（市内）

（株）大包

高松市岡本町１０６４－５

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

6414125400

（市内）

大豊産業（株）

高松市寿町一丁目１－１２

21 電気機器類

2106 無線機

2199 その他の電気機器類

6414125400

（市内）

大豊産業（株）

高松市寿町一丁目１－１２

2701 電気計測器

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

27 理化学機器類

監視制御装置の保守点

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

27 理化学機器類

6414125400

（市内）

大豊産業（株）

高松市寿町一丁目１－１２

2799 その他の理化学機器類

6414125400

（市内）

大豊産業（株）

高松市寿町一丁目１－１２

62 資材

6299 その他の資材

6414125400

（市内）

大豊産業（株）

高松市寿町一丁目１－１２

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

6414301700

（市外）

（株）ダイモン

防府市佐波一丁目６－１０

61 製造の請負

6101 水道用資材

6108 鉄蓋

6414050500

（市内）

（株）太陽社

高松市朝日町五丁目４－１１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414050500

（市内）

（株）太陽社

高松市朝日町五丁目４－１１

43 印刷(その他)

4301 ル

6414050500

（市内）

（株）太陽社

高松市朝日町五丁目４－１１

80 企画・制作

8006 デザイン

6414164000

（市内）

大和警備保障（株）

高松市室新町２－５

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414164000

（市内）

大和警備保障（株）

高松市室新町２－５

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414468400

（市外）

大和産業（株）

佐賀市高木瀬西一丁目５－１９

31 看板・テント・旗類

3105 テント

6414468400

（市外）

大和産業（株）

佐賀市高木瀬西一丁目５－１９

71 レンタル・リース

7199 ス

6414468400

（市外）

大和産業（株）

佐賀市高木瀬西一丁目５－１９

80 企画・制作

8004 イベント

6414416300

（市内）

（株）大和鉄工所

高松市林町９２７

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414416300

（市内）

（株）大和鉄工所

高松市林町９２７

75 建築設備保守点検

7506 検

6414416300

（市内）

（株）大和鉄工所

高松市林町９２７

89 提供

6414151400

（市内）

（株）ダイワユニフォーム

高松市塩屋町１７－５

その他の業務委託・役務の

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

4303 製本

4304 ビニール加工

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

7702 機械警備

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7599 守点検

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

1509 運動靴

1510 安全靴

1511 バッグ

1599 類

ステッカー・シール・ラベ

その他のレンタル・リー

エレベーターの保守点

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

8999 務の提供

1505 手袋

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

1508 革靴

15 衣料品･靴・鞄類
6414151400

（市内）

（株）ダイワユニフォーム

高松市塩屋町１７－５

その他の衣料品･靴・鞄

6414096900

（準市内） 大和リース（株） 高松支店

高松市中新町１１－１

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

6414096900

（準市内） 大和リース（株） 高松支店

高松市中新町１１－１

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

3004 仮設用材料

3088 仮設資材類の修繕

6414096900

（準市内） 大和リース（株） 高松支店

高松市中新町１１－１

71 レンタル・リース

7101 車両

7102 建材・資材

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

6421023600

（市外）

タカギ産業（株）

堺市美原区今井３９９－６

17 家庭用品類

1701 食卓用品

6421023600

（市外）

タカギ産業（株）

堺市美原区今井３９９－６

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2899 その他の厨房機器類

6415031600

（市内）

（有）高木電設

高松市西町７－５

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6415031600

（市内）

（有）高木電設

高松市西町７－５

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

6415031600

（市内）

（有）高木電設

高松市西町７－５

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

高松市寿町１－１－８

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

高砂丸誠エンジニアリングサービス（株） 四国営業
高松市塩上町３－２－４
所

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

1704 ポリ袋･ラップ類

3404 Ａ重油

6414674600

（準市内） 高砂熱学工業（株） 四国営業所

6421007600

（準市内）

6414671900

（市内）

（有）高嶋金物店

高松市田町３－１

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

1703 家事雑貨

6414671900

（市内）

（有）高嶋金物店

高松市田町３－１

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414180500

（市内）

多賀電機（株）

高松市番町１－３－１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414180500

（市内）

多賀電機（株）

高松市番町１－３－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414180500

（市内）

多賀電機（株）

高松市番町１－３－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414180500

（市内）

多賀電機（株）

高松市番町１－３－１

89 提供

8999 務の提供

6414065000

（市内）

高橋石油（株）

高松市三条町５０－３

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

6414065000

（市内）

高橋石油（株）

高松市三条町５０－３

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

6414065000

（市内）

高橋石油（株）

高松市三条町５０－３

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

7199 ス

通信・放送設備の保守

7599 守点検

その他の建築設備の保

監視制御装置の保守点

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

1705 ﾊﾟｰ

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

1707 収納用品

3405 白灯油

3499 灯油類

その他の業務委託・役
その他のガソリン･軽油・

その他の建築設備の保

1799 その他の家庭用品類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414180600

（市内）

（株）高松衛生社

高松市浜ノ町３３－５

73 建物管理

6414180600

（市内）

（株）高松衛生社

高松市浜ノ町３３－５

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414180600

（市内）

（株）高松衛生社

高松市浜ノ町３３－５

75 建築設備保守点検

7502 浄化槽清掃

6414180600

（市内）

（株）高松衛生社

高松市浜ノ町３３－５

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414069700

（市内）

（有）たかまつ楽器

高松市伏石町２０６２－５

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

6414307100

（市内）

高松建材（株）

高松市前田西町７８５－３２

62 資材

6201 生コン

6414180700

（市内）

（株）高松産業廃棄物センター

高松市下田井町４０６－１２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414670300

（市内）

高松市環境衛生（同）

高松市松島町１丁目７－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414685200

（市内）

高松市上下水道工事業（同）

高松市天神前５－３０

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6417361600

（市内）

高松市職員消費生活協同組合

高松市番町１－８－１５

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

6417361600

（市内）

高松市職員消費生活協同組合

高松市番町１－８－１５

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1706 石けん・洗剤類

6417361600

（市内）

高松市職員消費生活協同組合

高松市番町１－８－１５

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

73 建物管理

7301 建物清掃

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7404 植栽管理（その他）

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

77 警備・受付

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

8199 その他の運搬・保管

6414797600

（市内）

（公社）高松市シルバー人材センター

高松市西宝町一丁目９－２０

89 提供

8904 筆耕

8905 人材派遣

8910 給食

6414090700

（市内）

（有）高松市清高会

高松市田村町５６６－２８

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7399 その他の建物管理

6414090700

（市内）

（有）高松市清高会

高松市田村町５６６－２８

89 提供

8999 務の提供

6414682600

（市内）

高松市廃棄物再生処理事業（協）

高松市朝日町５－５－６３

51 買受

5102 紙・繊維

6414682600

（市内）

高松市廃棄物再生処理事業（協）

高松市朝日町５－５－６３

89 提供

8999 務の提供

6414196000

（市内）

高松商運（株）

高松市サンポート１－１

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414196000

（市内）

高松商運（株）

高松市サンポート１－１

81 運搬・保管

8199 その他の運搬・保管

6414067300

（市内）

（株）高松書林

高松市兵庫町２－９

09 保育用具類

0906 教材教具

6414067300

（市内）

（株）高松書林

高松市兵庫町２－９

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

1099 その他の図書類

6414090800

（市内）

高松清掃（株）

高松市亀岡町１４－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414090800

（市内）

高松清掃（株）

高松市亀岡町１４－１１

75 建築設備保守点検

7502 浄化槽清掃

6414090800

（市内）

高松清掃（株）

高松市亀岡町１４－１１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414065100

（市内）

高松石油（株）

高松市本町９－６

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

6414065100

（市内）

高松石油（株）

高松市本町９－６

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3199 旗類

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

80 企画・制作

8001 広告・広報

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１
7301 建物清掃

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

7399 その他の建物管理

7503 浄化槽保守点検

収集運搬（特別管理産

その他の建築設備の保

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

7405 除草・草刈

7499 その他の施設管理

7399 その他の建物管理

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

7503 浄化槽保守点検

その他のガソリン･軽油・

3405 白灯油

3499 灯油類

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

その他の看板・テント・

7109 電気通信機器

8002 展示物

8004 イベント

8005 各種講習

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414683200

（市内）

（有）高松ソリューション

高松市川島東町８７４

89 提供

8902 翻訳・通訳

6421143600

（市内）

（株）高松大洋工芸

高松市郷東町５８７－３

16 室内装飾・寝具類

1699 具類

6421143600

（市内）

（株）高松大洋工芸

高松市郷東町５８７－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6421143600

（市内）

（株）高松大洋工芸

高松市郷東町５８７－３

71 レンタル・リース

7199 ス

6421143600

（市内）

（株）高松大洋工芸

高松市郷東町５８７－３

80 企画・制作

8002 展示物

6421143600

（市内）

（株）高松大洋工芸

高松市郷東町５８７－３

89 提供

8999 務の提供

6414060100

（市内）

高松中央医療器（株）

高松市林町２０３２－２

11 医療機器類

1101 器具

6414060100

（市内）

高松中央医療器（株）

高松市林町２０３２－２

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6414180900

（市内）

高松帝酸（株）

高松市朝日町５－１４－１

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414180900

（市内）

高松帝酸（株）

高松市朝日町５－１４－１

25 工具・塗装等用品類

2503 溶接器具

6414180900

（市内）

高松帝酸（株）

高松市朝日町５－１４－１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414683400

（市内）

（株）高松南部清掃

高松市上天神町６２３

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414069800

（市内）

（有）高松ピアノ工房

高松市木太町３６８５－２２

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

6414069800

（市内）

（有）高松ピアノ工房

高松市木太町３６８５－２２

51 買受

5199 その他の買受

6414069800

（市内）

（有）高松ピアノ工房

高松市木太町３６８５－２２

71 レンタル・リース

7199 ス

6414069800

（市内）

（有）高松ピアノ工房

高松市木太町３６８５－２２

83 機器等保守点検

8303 楽器調律

6414146400

（市内）

（株）高松溶材社

高松市築地町２－３

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414146400

（市内）

（株）高松溶材社

高松市築地町２－３

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414146400

（市内）

（株）高松溶材社

高松市築地町２－３

62 資材

6299 その他の資材

6414272000

（市内）

（有）高松リサイクルシステムズ

高松市香西南町２０８－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414272000

（市内）

（有）高松リサイクルシステムズ

高松市香西南町２０８－１

89 提供

8999 務の提供

6414103300

（市内）

（株）高松リビング新聞社

高松市丸亀町８－２３

80 企画・制作

8001 広告・広報

6420385600

（市内）

高松臨港倉庫（株）

高松市朝日新町２３－２４

81 運搬・保管

8104 保管

6414181000

（市外）

（株）高見沢サイバネティックス 大阪営業所

大阪市北区堂山町３－３

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414181000

（市外）

（株）高見沢サイバネティックス 大阪営業所

大阪市北区堂山町３－３

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6414181000

（市外）

（株）高見沢サイバネティックス 大阪営業所

大阪市北区堂山町３－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414181000

（市外）

（株）高見沢サイバネティックス 大阪営業所

大阪市北区堂山町３－３

83 機器等保守点検

8399 点検

6420079600

（市外）

タキゲン製造（株） 神戸支店

神戸市中央区港島南町１－４－９

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414316500

（市外）

宅丸販売（株）

今治市枝堀町２丁目３－５

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の室内装飾・寝

その他のレンタル・リー

8004 イベント

8006 デザイン

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

8099 その他の企画・制作

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

0699 その他の音楽用具類

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

8004 イベント

8006 デザイン

その他の機器等の保守

15 衣料品･靴・鞄類
その他の衣料品･靴・鞄

6414316500

（市外）

宅丸販売（株）

今治市枝堀町２丁目３－５

1599 類

6414316500

（市外）

宅丸販売（株）

今治市枝堀町２丁目３－５

29 消防・防災用具類

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2999 具類

6414069900

（市内）

（有）竹内楽器

高松市観光通一丁目２－１６

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

0602 楽譜

0688 音楽用具類の修繕

0699 その他の音楽用具類

6414069900

（市内）

（有）竹内楽器

高松市観光通一丁目２－１６

09 保育用具類

0906 教材教具

6414042700

（市内）

竹内文房具

高松市牟礼町牟礼２００７－３

01 文具類

0106 収録用品

6414042700

（市内）

竹内文房具

高松市牟礼町牟礼２００７－３

02 事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414050600

（市内）

竹本印刷所

高松市木太町６区２６６２－３

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

その他の消防・防災用

1505 手袋

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

1510 安全靴

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414675600

（市内）

タケヤ電機（株）

高松市松島町２丁目１－２４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2104 時計

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

6414675600

（市内）

タケヤ電機（株）

高松市松島町２丁目１－２４

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

7199 ス

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414476400

（準市内） （株）ダスキンサーヴ中国四国 ダスキン鶴市支店

高松市鶴市町１００６－１

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6414476400

（準市内） （株）ダスキンサーヴ中国四国 ダスキン鶴市支店

高松市鶴市町１００６－１

72 クリーニング

7202 医療関連衣類・寝具

6414476400

（準市内） （株）ダスキンサーヴ中国四国 ダスキン鶴市支店

高松市鶴市町１００６－１

73 建物管理

7301 建物清掃

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８
2199 その他の電気機器類

その他のレンタル・リー

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414090900

（市内）

（有）ダスキン竹内

高松市屋島西町１８９８－４

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

6414090900

（市内）

（有）ダスキン竹内

高松市屋島西町１８９８－４

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414090900

（市内）

（有）ダスキン竹内

高松市屋島西町１８９８－４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414700300

（市内）

（有）ダスト

高松市庵治町１２０８－８

76 廃棄物処理

6414684500

（市内）

多田溪松園

高松市三谷町４９５０

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

7499 その他の施設管理

6414042900

（市内）

（株）多田文房堂

高松市末広町７－１６

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414042900

（市内）

（株）多田文房堂

高松市末広町７－１６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414042900

（市内）

（株）多田文房堂

高松市末広町７－１６

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

高松市寿町２－２－１０

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2199 その他の電気機器類

0199 その他の文具類

6414717000

（準市内） ダックケーブル（株）四国営業所

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414091000

（市外）

（株）ダックス

三豊市高瀬町下勝間１６４３－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414091000

（市外）

（株）ダックス

三豊市高瀬町下勝間１６４３－３

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414091000

（市外）

（株）ダックス

三豊市高瀬町下勝間１６４３－３

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414673300

（市外）

立石商事（株）

坂出市入船町一丁目５－１０

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

6414673300

（市外）

立石商事（株）

坂出市入船町一丁目５－１０

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

6414043000

（市内）

（有）田所商店

高松市古馬場町２－１３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

6414043000

（市内）

（有）田所商店

高松市古馬場町２－１３

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

21 電気機器類

2104 時計

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414198500

（市外）

田中通信工業（株）

綾歌郡宇多津町３５１６－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414518800

（市内）

田中電気保安管理事務所

高松市飯田町３４－３１

75 建築設備保守点検

7504 電気保安管理

6414308400

（市内）

谷口生コンクリート（株）

高松市川部町９２４－１

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414308400

（市内）

谷口生コンクリート（株）

高松市川部町９２４－１

62 資材

6201 生コン

高松市西ハゼ町字土居１１４－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

0499 その他の印章類

6414112100

（準市内） タニコー（株） 高松営業所

7503 浄化槽保守点検

1304 高分子凝集剤

通信・放送設備の保守

6414056300

（市内）

谷文盛堂

高松市番町一丁目７－７

01 文具類

0104 印判用品

6414056300

（市内）

谷文盛堂

高松市番町一丁目７－７

04 印章類

0401 回転印

0402 ゴム印

0403 公印

0404 特殊朱肉

6414181300

（市内）

（株）タニモト

高松市栗林町１－１５－１４

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

6414719500

（市外）

（株）タビックスジャパン 琴平支店

仲多度郡まんのう町買田４９７－１

80 企画・制作

8008 旅行企画

高松市栗林町３丁目４－１

11 医療機器類

1101 器具

6414108600

（準市内） （株）玉井歯科商店 高松店

診療･手術･臨床用機械

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414108600

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （株）玉井歯科商店 高松店

業種名

契約先所在地
高松市栗林町３丁目４－１

12 衛生薬品材料類
その他の業務委託・役務の

営業種目１
1201 医療用薬品

営業種目２

営業種目３

営業種目４

（市外）

（株）タムラ

江戸川区西一之江４－９－２８

89 提供

8999 務の提供

6414204600

（市内）

（株）タムラ印刷

高松市勅使町６５８

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414204600

（市内）

（株）タムラ印刷

高松市勅使町６５８

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

6414703800

（市内）

（有）田山自動車

高松市鹿角町３１１－３

23 車両類

2301 一般車両

6414181400

（市外）

（株）丹青社

港区港南１－２－７０

03 オフィス等家具類

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414181400

（市外）

（株）丹青社

港区港南１－２－７０

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414181400

（市外）

（株）丹青社

港区港南１－２－７０

80 企画・制作

8002 展示物

6414181400

（市外）

（株）丹青社

港区港南１－２－７０

83 機器等保守点検

8399 点検

6414129000

（市内）

ダンロップタイヤ四国（株） 高松営業所

高松市郷東町西新開３７１－１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

（準市内） （株）地域科学研究所 香川事務所

高松市林町２２１７－１５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414517100

（準市内） （株）地域科学研究所 香川事務所

高松市林町２２１７－１５

10 図書類

1001 書籍

6414517100

（準市内） （株）地域科学研究所 香川事務所

高松市林町２２１７－１５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414517100

（準市内） （株）地域科学研究所 香川事務所

高松市林町２２１７－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

特種用途車両（ぎ装・架

2303 特種用途車両

2304 装）

2388 車両類の修繕

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

（市外）

（株）地域計画建築研究所

京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417739600

（市外）

（株）地域計画建築研究所

京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２

80 企画・制作

8004 イベント

6420713600

（市外）

（株）地域経済研究所

大阪市中央区石町１－１－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420713600

（市外）

（株）地域経済研究所

大阪市中央区石町１－１－１

89 提供

8999 務の提供

6420215200

（市外）

（株）地域未来研究所

大阪市北区堂島一丁目５－１７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421209700

（市外）

（株）千賀栄

福岡市城南区飯倉１－６－２５

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6421209700

（市外）

（株）千賀栄

福岡市城南区飯倉１－６－２５

29 消防・防災用具類

2907 備蓄用食料品

6421209700

（市外）

（株）千賀栄

福岡市城南区飯倉１－６－２５

89 提供

8999 務の提供

6414675000

（市内）

筑前屋（株）

高松市扇町２ー１１ー１

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1699 具類

6414675000

（市内）

筑前屋（株）

高松市扇町２ー１１ー１

33 贈答

3303 繊維製品

3399 その他の贈答

6414518300

（市外）

（株）地圏総合コンサルタント 四国支店

新居浜市惣開町１－６

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6414518300

（市外）

（株）地圏総合コンサルタント 四国支店

新居浜市惣開町１－６

79 情報・通信

7905 データ処理

6414518300

（市外）

（株）地圏総合コンサルタント 四国支店

新居浜市惣開町１－６

89 提供

8999 務の提供

6420501600

（市外）

地中エンジニアリング（株） 大阪営業所

大阪市北区西天満３－１３－１８

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414240800

（市内）

（株）ちば印刷

高松市檀紙町４７１－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414240800

（市内）

（株）ちば印刷

高松市檀紙町４７１－１

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

6414259300

（市内）

（株）チャージ

高松市今新町５－５

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414259300

（市内）

（株）チャージ

高松市今新町５－５

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

6414671200

（準市内） （株）チャイルド社 高松営業所

高松市福岡町四丁目１１－７

7899 その他の調査・測定

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役
その他の室内装飾・寝

その他の業務委託・役

09 保育用具類
6414671200

（準市内） （株）チャイルド社 高松営業所

0999 その他の保育用具類

高松市福岡町四丁目１１－７

営業種目８

1202 衛生材料

6417739600

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の機器等の保守

6414517100

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

6414715400

その他の業務委託・役務の

営業種目５

6414050900

（市内）

（株）中央印刷所

高松市成合町７４２－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414050900

（市内）

（株）中央印刷所

高松市成合町７４２－１

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

0907 保育備品

0988 保育用具類の修繕

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414050900

（市内）

（株）中央印刷所

高松市成合町７４２－１

80 企画・制作

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6414677000

（市内）

中央化成工業（株）

高松市西ハゼ町１２７－３

01 文具類

0101 筆記用品

0105 卓上事務用品

6414677000

（市内）

中央化成工業（株）

高松市西ハゼ町１２７－３

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1999 その他の包装資材類

6414696500

（市内）

中央環境整備（株）

高松市香川町大野２６０４―１

89 提供

8999 務の提供

6414211300

（市内）

（有）中央クリーンセンター

高松市瀬戸内町４３－７９

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

（準市内） 中央コンピューター（株） 高松事業本部

高松市中央町１１－１１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

6414158700

（準市内） 中央コンピューター（株） 高松事業本部

高松市中央町１１－１１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414158700

（準市内） 中央コンピューター（株） 高松事業本部

高松市中央町１１－１１

89 提供

8905 人材派遣

6414138600

（市内）

中央電機工業（株）

高松市藤塚町１－１２－１

02 事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414138600

（市内）

中央電機工業（株）

高松市藤塚町１－１２－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414138600

（市内）

中央電機工業（株）

高松市藤塚町１－１２－１

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

6414138600

（市内）

中央電機工業（株）

高松市藤塚町１－１２－１

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414138600

（市内）

中央電機工業（株）

高松市藤塚町１－１２－１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414119300

（市内）

（有）中央ファイリング

高松市伏石町２１５７－７

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414119300

（市内）

（有）中央ファイリング

高松市伏石町２１５７－７

43 印刷(その他)

4303 製本

4305 封筒印刷

営業種目５

営業種目６

営業種目７

0106 収録用品

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

8004 イベント

8006 デザイン

通信・放送設備の保守

4399 その他の印刷(その他)

6417075800

（準市内） 中央復建コンサルタンツ（株） 四国営業所

高松市寿町１－２－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6417075800

（準市内） 中央復建コンサルタンツ（株） 四国営業所

高松市寿町１－２－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6417075800

（準市内） 中央復建コンサルタンツ（株） 四国営業所

高松市寿町１－２－５

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン

6417075800

（準市内） 中央復建コンサルタンツ（株） 四国営業所

高松市寿町１－２－５

89 提供

6416969600

（準市内） （株）中央不動産鑑定所 高松支所

高松市寿町二丁目２－１０

その他の業務委託・役務の

8906 電力供給

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

その他の業務委託・役

6414065400

（市内）

（株）中央プロパン

高松市松縄町１１３２－１７

34 ガソリン･軽油・灯油類

3404 Ａ重油

3405 白灯油

6414065400

（市内）

（株）中央プロパン

高松市松縄町１１３２－１７

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

6414167800

（市外）

中外テクノス（株） 関西技術センター

神戸市西区井吹台東町７－３－７

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

6414167800

（市外）

中外テクノス（株） 関西技術センター

神戸市西区井吹台東町７－３－７

78 調査・測定

7802 環境測定

6414167800

（市外）

中外テクノス（株） 関西技術センター

神戸市西区井吹台東町７－３－７

83 機器等保守点検

8399 点検

6414712100

（市外）

中国共和メンテナンス（株）

広島市中区東千田町二丁目９番５７号

13 工業薬品類

1304 高分子凝集剤

6414712100

（市外）

中国共和メンテナンス（株）

広島市中区東千田町二丁目９番５７号

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414712100

（市外）

中国共和メンテナンス（株）

広島市中区東千田町二丁目９番５７号

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414712100

（市外）

中国共和メンテナンス（株）

広島市中区東千田町二丁目９番５７号

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414441600

（市外）

中国ケミー（株）

東広島市志和流通１－８５

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

7804 作業環境測定

その他の機器等の保守

6414104100

（準市内） （株）中国四国博報堂 高松支社

高松市磨屋町３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414104100

（準市内） （株）中国四国博報堂 高松支社

高松市磨屋町３－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414104100

（準市内） （株）中国四国博報堂 高松支社

高松市磨屋町３－１

80 企画・制作

8001 広告・広報
3999 その他の物品

6417735600

（市外）

（株）中国パラテックス

岡山市南区新保１１１６－７

39 その他の物品

6417735600

（市外）

（株）中国パラテックス

岡山市南区新保１１１６－７

89 提供

8999 務の提供

6414417900

（市内）

（株）中讃農園

高松市鬼無町藤井１０９－６

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

6414158700

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の衛生薬品材料

1299 類

8002 展示物

その他の業務委託・役

1405 種子

8003 映画・ビデオ

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414417900

（市内）

（株）中讃農園

高松市鬼無町藤井１０９－６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

6414417900

（市内）

（株）中讃農園

高松市鬼無町藤井１０９－６

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414720300

（市外）

中・四国エア・ウォーター（株）四国支店 香川営業
所

綾歌郡宇多津町２６００－１

11 医療機器類

1101 器具

6414720300

（市外）

中・四国エア・ウォーター（株）四国支店 香川営業
所

綾歌郡宇多津町２６００－１

12 衛生薬品材料類

1299 類

6417267600

（市外）

中電技術コンサルタント（株） 岡山支社

岡山市北区東島田町１－８－１０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414181500

（市外）

（有）中部クリーンセンター

綾歌郡綾川町枌所東８６７－８

76 廃棄物処理

7605 処分（産業廃棄物）

6414531800

（市内）

（株）中部コンサルタント

高松市香川町川内原１６３－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414531800

（市内）

（株）中部コンサルタント

高松市香川町川内原１６３－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

診療･手術･臨床用機械

営業種目２
7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2988 繕

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

1004 図書用品

1099 その他の図書類

営業種目７

営業種目８

その他の衛生薬品材料

78 調査・測定

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6421236200

（準市内） （株）長大 高松支社

高松市六条町７９９－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6421236200

（準市内） （株）長大 高松支社

高松市六条町７９９－５

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役

6417066600

（市内）

（株）チヨダＭＥサービス

高松市扇町２－７－１３

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6417066600

（市内）

（株）チヨダＭＥサービス

高松市扇町２－７－１３

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6417066600

（市内）

（株）チヨダＭＥサービス

高松市扇町２－７－１３

89 提供

8999 務の提供

6420823600

（市外）

千代田化学工業（株） 岡山営業所

倉敷市二日市４２４－１５

17 家庭用品類

1706 石けん・洗剤類

6414299400

（市外）

千代田工業（株） 大阪営業所

大阪市北区天神橋二丁目北１－２１

61 製造の請負

6101 水道用資材

高松市西内町４－６

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

（準市内） 千代田興産（株） 四国支店

営業種目６
7407 有害鳥獣・害虫駆除

高松市六条町７９９－５

6414241200

営業種目５
7406 森林整備

（準市内） （株）長大 高松支社

その他の業務委託・役務の

営業種目４
7405 除草・草刈

6421236200

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の業務委託・役

6414247500

（市外）

月島テクノメンテサービス（株） 大阪支社西日本営
大阪市中央区瓦町３－６－５
業部

83 機器等保守点検

8399 点検

その他の機器等の保守

6414074600

（市内）

（株）ツゲ炭酸工業

高松市郷東町１３１－１１

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

6414074600

（市内）

（株）ツゲ炭酸工業

高松市郷東町１３１－１１

73 建物管理

7302 空気環境の測定

6414074600

（市内）

（株）ツゲ炭酸工業

高松市郷東町１３１－１１

75 建築設備保守点検

7510 検

監視制御装置の保守点

6414138700

（準市内） 都築電気（株） 高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414138700

（準市内） 都築電気（株） 高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414138700

（準市内） 都築電気（株） 高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

71 レンタル・リース

7109 電気通信機器

6414138700

（準市内） 都築電気（株） 高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

75 建築設備保守点検

7512 点検

6414138700

（準市内） 都築電気（株） 高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

2902 消防ポンプ

消防・防災用具類の修

7511 消防設備の保守点検

通信・放送設備の保守

7903 システムの保守・管理

6414181700

（市内）

常谷種苗園芸（株）

高松市三谷町４３６７－１０

08 学校教材類

0899 その他の学校教材類

6414181700

（市内）

常谷種苗園芸（株）

高松市三谷町４３６７－１０

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

6414074700

（市内）

（株）ツノダ防災

高松市上福岡町７００－３

15 衣料品･靴・鞄類

1510 安全靴

6414074700

（市内）

（株）ツノダ防災

高松市上福岡町７００－３

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

6414070000

（市外）

（株）都村製作所

仲多度郡琴平町榎井５９０

07 運動用具類

0702 運動器具

6414070000

（市外）

（株）都村製作所

仲多度郡琴平町榎井５９０

09 保育用具類

0903 園庭遊具

6414070000

（市外）

（株）都村製作所

仲多度郡琴平町榎井５９０

83 機器等保守点検

8302 遊具保守点検

6414718700

（市外）

（有）津山書店

綾歌郡綾川町陶５８７３－２

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

6414718700

（市外）

（有）津山書店

綾歌郡綾川町陶５８７３－２

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

6414811600

（市外）

ＴＩＳ（株） 公共事業本部

大阪市北区堂島浜１ー２ー１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

その他の農業･園芸用

2908 安全保護具

その他の消防・防災用

2999 具類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414811600

（市外）

ＴＩＳ（株） 公共事業本部

大阪市北区堂島浜１ー２ー１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414811600

（市外）

ＴＩＳ（株） 公共事業本部

大阪市北区堂島浜１ー２ー１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414103400

（市外）

ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

大阪市淀川区木川東四丁目８－３３

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3003 仮設トイレ

6414103400

（市外）

ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

大阪市淀川区木川東四丁目８－３３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

3105 テント

6414103400

（市外）

ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

大阪市淀川区木川東四丁目８－３３

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7103 情報機器

7104 事務機器

7199 ス

6414103400

（市外）

ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

大阪市淀川区木川東四丁目８－３３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414103400

（市外）

ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

大阪市淀川区木川東四丁目８－３３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

6414210700

（市内）

（有）Ｔ・Ｏ・Ｓ

高松市栗林町二丁目１３－２８

43 印刷(その他)

4301 ル

4302 地図

4303 製本

4304 ビニール加工

4399 その他の印刷(その他)

6414210700

（市内）

（有）Ｔ・Ｏ・Ｓ

高松市栗林町二丁目１３－２８

79 情報・通信

7905 データ処理

6414210700

（市内）

（有）Ｔ・Ｏ・Ｓ

高松市栗林町二丁目１３－２８

80 企画・制作

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414210700

（市内）

（有）Ｔ・Ｏ・Ｓ

高松市栗林町二丁目１３－２８

89 提供

8901 複写

8999 務の提供

6414260400

（市内）

（株）Ｔ－ＮＥＴｖｉｇｌａ

高松市成合町９３０－１０

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414260400

（市内）

（株）Ｔ－ＮＥＴｖｉｇｌａ

高松市成合町９３０－１０

80 企画・制作

8006 デザイン

6414126000

（市内）

ティーメックス（株） 高松支店

高松市塩屋町１２－９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2499 その他の産業用機械類

6414126000

（市内）

ティーメックス（株） 高松支店

高松市塩屋町１２－９

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2505 建物修繕用消耗品

6414477200

（市内）

（株）ティエラル

高松市上天神町６２０

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

ステッカー・シール・ラベ

6414167900

（準市内） （株）帝国データバンク 高松支店

高松市錦町一丁目１１－３

10 図書類

1001 書籍

6414167900

（準市内） （株）帝国データバンク 高松支店

高松市錦町一丁目１１－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414167900

（準市内） （株）帝国データバンク 高松支店

高松市錦町一丁目１１－３

80 企画・制作

8005 各種講習

6414720400

（市外）

帝人エコ・サイエンス（株）松山事業所

松山市西垣生町２３４５

78 調査・測定

7802 環境測定

6414416700

（市外）

帝人在宅医療（株）

千代田区霞が関三丁目２－１

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414416700

（市外）

帝人在宅医療（株）

千代田区霞が関三丁目２－１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414188100

（市外）

（株）データベース 関西支店

神戸市中央区中山手通５－１－１

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414188100

（市外）

（株）データベース 関西支店

神戸市中央区中山手通５－１－１

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414188100

（市外）

（株）データベース 関西支店

神戸市中央区中山手通５－１－１

89 提供

8999 務の提供

6418071600

（市外）

（株）データホライゾン

広島市西区草津新町１－２１－３５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6418071600

（市外）

（株）データホライゾン

広島市西区草津新町１－２１－３５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6418071600

（市外）

（株）データホライゾン

広島市西区草津新町１－２１－３５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6418071600

（市外）

（株）データホライゾン

広島市西区草津新町１－２１－３５

79 情報・通信

7905 データ処理

6418071600

（市外）

（株）データホライゾン

広島市西区草津新町１－２１－３５

89 提供

8999 務の提供

6414847600

（市内）

テクス（株） 高松支店

高松市春日町１６３８－３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414847600

（市内）

テクス（株） 高松支店

高松市春日町１６３８－３

21 電気機器類

2103 照明器具

6414847600

（市内）

テクス（株） 高松支店

高松市春日町１６３８－３

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目２

その他のレンタル・リー

その他の工具・塗装等

2599 用品類

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

0204 コンピュータ機器類

6414043100

（準市内） テクノ・トッパン・フォームズ（株） 中四国サービス部 高松市鍛冶屋町３

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8399 点検

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

三豊市三野町下高瀬２５９１

3106 旗

1304 高分子凝集剤

0203 製本機器類

営業種目６

営業種目７

7905 データ処理

8099 その他の企画・制作

02 事務用機器類

（株）テクノス

営業種目５

1002 雑誌

（準市内） テクノ・トッパン・フォームズ（株） 中四国サービス部 高松市鍛冶屋町３

（市外）

営業種目４

その他の業務委託・役

6414043100

6414146600

営業種目３

その他の機器等の保守

0299 その他の事務用機器類

3107 のぼり

その他の看板・テント・

3199 旗類

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414146600

（市外）

商号又は名称
（株）テクノス

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

25 工具・塗装等用品類

2599 用品類

6414727700

（準市内） （株）テクノスジャパン 四国支店

高松市鬼無町是竹２８７－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417855600

（準市内） テクノ矢崎（株） 高松営業所

高松市木太町１９２５－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414156900

（市内）

デザイン工業（株）

高松市三名町３２９－６

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

6414698300

（市内）

（株）デザインセンター

高松市松福町２－１２－１３

03 オフィス等家具類

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414698300

（市内）

（株）デザインセンター

高松市松福町２－１２－１３

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6420517600

（市外）

（株）デジタル・アンド・デザイン・ピクチャーズ

港区六本木７－１８－１１

71 レンタル・リース

7199 ス

6420517600

（市外）

（株）デジタル・アンド・デザイン・ピクチャーズ

港区六本木７－１８－１１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414091200

（市外）

テスコ（株）香川営業所

観音寺市坂本町７丁目３－５２

89 提供

8909 納

6420727600

（市外）

（株）テスコム 関西支店

吹田市江の木町１２－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414043200

（市内）

デュプロ（株）

高松市春日町１６１－６

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

6414043200

（市内）

デュプロ（株）

高松市春日町１６１－６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414043200

（市内）

デュプロ（株）

高松市春日町１６１－６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414696800

（市内）

寺下額縁（株）

高松市紺屋町１０－１

16 室内装飾・寝具類

1699 具類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

2103 照明器具

水道メータ検針・料金収

2101 一般家庭電気器具

6414539300

（準市内） テルウェル西日本（株） 四国支店 香川営業支店

高松市番町２－１－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414539300

（準市内） テルウェル西日本（株） 四国支店 香川営業支店

高松市番町２－１－１

89 提供

8905 人材派遣

高松市天神前４－３５

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具
2499 その他の産業用機械類

6414146700

（準市内） （株）電業社機械製作所 四国支店

高松市兵庫町８－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414146700

（準市内） （株）電業社機械製作所 四国支店

高松市兵庫町８－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

その他の業務委託・役務の

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

2104 時計

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

その他の室内装飾・寝

その他の建築設備の保
その他の業務委託・役

6414347700

（市外）

（株）電算システム

岐阜市日置江１－５８

89 提供

8999 務の提供

6414207600

（市内）

（株）デンセツ

高松市香南町由佐６２０－５５

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検
特種用途車両（ぎ装・架

6414129600

（準市内） 株式会社デンソーセールス 四国支社

高松市朝日町３－６－３

23 車両類

2304 装）

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414103600

（準市内） （株）電通西日本 高松支社

高松市古新町３－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3199 旗類

6414103600

（準市内） （株）電通西日本 高松支社

高松市古新町３－１

43 印刷(その他)

4301 ル

4303 製本

4399 その他の印刷(その他)

6414103600

（準市内） （株）電通西日本 高松支社

高松市古新町３－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414103600

（準市内） （株）電通西日本 高松支社

高松市古新町３－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414103600

（準市内） （株）電通西日本 高松支社

高松市古新町３－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414164100

（準市内） パーソルテンプスタッフ（株） 高松オフィス

高松市寿町二丁目３－１１

77 警備・受付

7703 受付

6414164100

（準市内） パーソルテンプスタッフ（株） 高松オフィス

高松市寿町二丁目３－１１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414164100

（準市内） パーソルテンプスタッフ（株） 高松オフィス

高松市寿町二丁目３－１１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414164100

（準市内） パーソルテンプスタッフ（株） 高松オフィス

高松市寿町二丁目３－１１

80 企画・制作

8005 各種講習

6414164100

（準市内） パーソルテンプスタッフ（株） 高松オフィス

高松市寿町二丁目３－１１

89 提供

8902 翻訳・通訳

その他の業務委託・役務の

3199 旗類

その他の室内装飾・寝

21 電気機器類

（株）電化センター

その他の看板・テント・

3107 のぼり

その他の業務委託・役

高松市番町２－１－１

（市内）

3106 旗

8999 務の提供

（準市内） テルウェル西日本（株） 四国支店 香川営業支店

6414138900

営業種目８

その他のレンタル・リー

6414539300

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の工具・塗装等

三豊市三野町下高瀬２５９１

その他の業務委託・役務の

営業種目６

ステッカー・シール・ラベ

その他の看板・テント・

7906 計算業務

その他の業務委託・役

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414722300

（市外）

テンプスタッフ・ライフサポート（株）

新宿区西新宿１－１３－１２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414722300

（市外）

テンプスタッフ・ライフサポート（株）

新宿区西新宿１－１３－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6417699600

（市内）

（有）電マーク

高松市多肥上町１１６６－１

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2207 プロジェクター

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417699600

（市内）

（有）電マーク

高松市多肥上町１１６６－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6417699600

（市内）

（有）電マーク

高松市多肥上町１１６６－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6417699600

（市内）

（有）電マーク

高松市多肥上町１１６６－１

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414097100

（準市内） 東海リース（株） 高松支店

高松市中央町４－１５

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

6414097100

（準市内） 東海リース（株） 高松支店

高松市中央町４－１５

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

千代田区岩本町１－１２－４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

高松市紺屋町４－１０

89 提供

8999 務の提供

7801 調査・研究

6420981600
6414345800

（市外）

東京インタープレイ（株）

（準市内） （株）東京商工リサーチ 高松支社

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目３

営業種目４

8005 各種講習

東京水道サービス（株）

新宿区西新宿６－１４－１

78 調査・測定

6418987600

（市外）

東京水道サービス（株）

新宿区西新宿６－１４－１

89 提供

8999 務の提供

6421202700

（市外）

東京製鐵（株） 岡山工場

倉敷市南畝４丁目１－１

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

6414164200

（市内）

東京セフティ（株）

高松市上天神町７９１－１

77 警備・受付

7701 常駐警備

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414258100

（市外）

東京センチュリー（株）岡山支店

岡山市北区中山下１－９－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

6414457700

（市外）

東京テクニカル・サービス（株）

浦安市今川４－１２－３８－１

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

6414457700

（市外）

東京テクニカル・サービス（株）

浦安市今川４－１２－３８－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414067400

（市外）

（株）東京法規出版

文京区本駒込２－２９－２２

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

6414067400

（市外）

（株）東京法規出版

文京区本駒込２－２９－２２

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

3303 繊維製品

6414067400

（市外）

（株）東京法規出版

文京区本駒込２－２９－２２

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6414067400

（市外）

（株）東京法規出版

文京区本駒込２－２９－２２

80 企画・制作

8006 デザイン

6414067400

（市外）

（株）東京法規出版

文京区本駒込２－２９－２２

89 提供

8902 翻訳・通訳

6414067500

（市外）

東京法令出版（株）

長野市南千歳町１００５

10 図書類

1001 書籍

6414067500

（市外）

東京法令出版（株）

長野市南千歳町１００５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414067500

（市外）

東京法令出版（株）

長野市南千歳町１００５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414067500

（市外）

東京法令出版（株）

長野市南千歳町１００５

80 企画・制作

8099 その他の企画・制作

6414067500

（市外）

東京法令出版（株）

長野市南千歳町１００５

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

8007 写真撮影・製図

7109 電気通信機器

7199 ス

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

6414181900

（準市内） （株）東京リーガルマインド 高松本校

高松市寿町２－４－２０

08 学校教材類

0801 教育教材

6414181900

（準市内） （株）東京リーガルマインド 高松本校

高松市寿町２－４－２０

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414181900

（準市内） （株）東京リーガルマインド 高松本校

高松市寿町２－４－２０

79 情報・通信

7999 その他の情報・通信

6414181900

（準市内） （株）東京リーガルマインド 高松本校

高松市寿町２－４－２０

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414181900

（準市内） （株）東京リーガルマインド 高松本校

高松市寿町２－４－２０

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

8006 デザイン

その他の業務委託・役

（市外）

その他の業務委託・役務の

営業種目６

7903 システムの保守・管理

6418987600

その他の業務委託・役務の

営業種目５

8005 各種講習

その他の業務委託・役

6417595700

（市内）

東交トラベル（株）

高松市朝日新町３２－１０

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414182000

（市内）

東交バス（株）

高松市朝日新町３２－１０

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414091300

（市内）

（株）東興メンテナンス

高松市伏石町１３７８－１１

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414121800

（準市内） 東西化学産業（株） 高松営業所

高松市寿町１－１－８

13 工業薬品類

1305 清缶剤･洗浄剤

6414121800

（準市内） 東西化学産業（株） 高松営業所

高松市寿町１－１－８

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414121800

（準市内） 東西化学産業（株） 高松営業所

高松市寿町１－１－８

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414121800

（準市内） 東西化学産業（株） 高松営業所

高松市寿町１－１－８

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

1399 その他の工業薬品類

7509 ボイラーの点検・清掃

3399 その他の贈答

その他のレンタル・リー

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414408200

（市外）

東西産業貿易（株）

文京区湯島２丁目１７－８

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

6414408200

（市外）

東西産業貿易（株）

文京区湯島２丁目１７－８

28 厨房機器類

2899 その他の厨房機器類

6414408200

（市外）

東西産業貿易（株）

文京区湯島２丁目１７－８

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414719300

（市外）

（有）東讃清掃

さぬき市長尾東３１６４

75 建築設備保守点検

7502 浄化槽清掃

6414719300

（市外）

（有）東讃清掃

さぬき市長尾東３１６４

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

2488 産業用機械類の修繕

（準市内） （株）東芝 四国支社

高松市寿町２－２－７

21 電気機器類

2106 無線機

6414139300

（準市内） （株）東芝 四国支社

高松市寿町２－２－７

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414139300

（準市内） （株）東芝 四国支社

高松市寿町２－２－７

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414139300

（準市内） （株）東芝 四国支社

高松市寿町２－２－７

89 提供

8999 務の提供

（市外）

東芝エルティーエンジニアリング（株） 関西営業所 大阪市中央区高麗橋四丁目３－７

21 電気機器類

2103 照明器具

6416809600

（市外）

東芝エルティーエンジニアリング（株） 関西営業所 大阪市中央区高麗橋四丁目３－７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

（準市内） 東芝エレベータ（株） 四国支店

高松市朝日町二丁目２－２２

75 建築設備保守点検

7506 検

6414043400

（準市内） 東芝クライアントソリューション（株） 四国支店

高松市寿町２－２－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414043400

（準市内） 東芝クライアントソリューション（株） 四国支店

高松市寿町２－２－７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414201900

（準市内） 東芝デジタルソリューションズ（株） 四国支店

高松市寿町２－２－７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414201900

（準市内） 東芝デジタルソリューションズ（株） 四国支店

高松市寿町２－２－７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414201900

（準市内） 東芝デジタルソリューションズ（株） 四国支店

高松市寿町２－２－７

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

2499 その他の産業用機械類

7503 浄化槽保守点検

監視制御装置の保守点

7510 検

通信・放送設備の保守

7512 点検

2188 電気機器類の修繕

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

7903 システムの保守・管理

7999 その他の情報・通信

6414319300

（市外）

東芝通信インフラシステムズ（株） 関西支店

大阪市中央区本町４－２－１２

21 電気機器類

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

6414319300

（市外）

東芝通信インフラシステムズ（株） 関西支店

大阪市中央区本町４－２－１２

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

6414319300

（市外）

東芝通信インフラシステムズ（株） 関西支店

大阪市中央区本町４－２－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8399 点検

0204 コンピュータ機器類

その他の機器等の保守

6414043500

（準市内） 東芝テック（株） 四国支店

高松市東ハゼ町６－９

02 事務用機器類

0201 複写機器類

6414043500

（準市内） 東芝テック（株） 四国支店

高松市東ハゼ町６－９

05 紙類

0502 複写機用紙

6414139400

（準市内） 東芝インフラシステムズ（株） 四国支社

高松市寿町２－２－７

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414139400

（準市内） 東芝インフラシステムズ（株） 四国支社

高松市寿町２－２－７

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414139400

（準市内） 東芝インフラシステムズ（株） 四国支社

高松市寿町２－２－７

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414139400

（準市内） 東芝インフラシステムズ（株） 四国支社

高松市寿町２－２－７

89 提供

8999 務の提供

6414108900

（準市内） 東芝メディカルシステムズ（株） 香川支店

高松市朝日町２－２－２２

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6414108900

（準市内） 東芝メディカルシステムズ（株） 香川支店

高松市朝日町２－２－２２

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

2788 理化学機器類の修繕

6414108900

（準市内） 東芝メディカルシステムズ（株） 香川支店

高松市朝日町２－２－２２

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414139500

（準市内） 東芝ライテック（株） 四国営業所

高松市朝日町２－２－２２

21 電気機器類

2103 照明器具

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

2399 その他の車両類

監視制御装置の保守点

7510 検

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6414077600

（市内）

東邦産業（株）

高松市西宝町１－６－１８

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414077600

（市内）

東邦産業（株）

高松市西宝町１－６－１８

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2499 その他の産業用機械類

6414690000

（市内）

東邦自動車販売（有）

高松市香川町浅野２０９０－１

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414268400

（市内）

東邦電機工業（株）

高松市国分寺町柏原８６３－１

21 電気機器類

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414268400

（市内）

東邦電機工業（株）

高松市国分寺町柏原８６３－１

89 提供

8999 務の提供

高松市木太町２６４９

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414320500

（準市内） （株）東洋技研 高松営業所

営業種目５

エレベーターの保守点

6414238600

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

6416809600

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の建築設備の保

6414139300

その他の業務委託・役務の

営業種目２

その他の業務委託・役

営業種目６

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414320500

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （株）東洋技研 高松営業所

業種名

契約先所在地

営業種目１

高松市木太町２６４９

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414286700

（市外）

東洋計器（株） 四国支店

松山市安城寺町５１８

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414286700

（市外）

東洋計器（株） 四国支店

松山市安城寺町５１８

61 製造の請負

6106 計量器

6414204000

（市内）

（株）東洋コンサルタント

高松市出作町５５６－６

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目２
7802 環境測定

（準市内） 東洋産業（株） 高松支店

高松市太田上町１－１

12 衛生薬品材料類

1203 殺虫剤等防疫材

6414091500

（準市内） 東洋産業（株） 高松支店

高松市太田上町１－１

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414091500

（準市内） 東洋産業（株） 高松支店

高松市太田上町１－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

6414704700

（市内）

（有）東洋自動車

高松市香南町岡７１ー７

23 車両類

6414721000

（市外）

（株）東洋食品

台東区東上野１－１４－４

89 提供

8999 務の提供

6414121900

（市内）

（株）東洋製作所

高松市香南町西庄２３９５－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414121900

（市内）

（株）東洋製作所

高松市香南町西庄２３９５－１

21 電気機器類

2103 照明器具

6414121900

（市内）

（株）東洋製作所

高松市香南町西庄２３９５－１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7108 建設機械

6414985800

（市外）

（株）東洋電化テクノリサーチ

高知市萩町二丁目２－２５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414678500

（市内）

（有）東洋電装

高松市六条町４０５ー４

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2488 産業用機械類の修繕

6414678500

（市内）

（有）東洋電装

高松市六条町４０５ー４

89 提供

8999 務の提供

23 車両類

2303 特種用途車両

6420033600

（準市内） 東洋防災工業（株）高松営業所

高松市春日町１４２４

6420033600

（準市内） 東洋防災工業（株）高松営業所

高松市春日町１４２４

その他の業務委託・役務の

営業種目４

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

1303 活性炭

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

消防・防災用具類の修

2988 繕

その他の消防・防災用

高松市春日町１４２４

6420033600

（準市内） 東洋防災工業（株）高松営業所

高松市春日町１４２４

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6420033600

（準市内） 東洋防災工業（株）高松営業所

高松市春日町１４２４

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7511 消防設備の保守点検
3202 カーブミラー

6414317400

（市外）

（株）桃陵工業

仲多度郡多度津町大字道福寺３５５－１

32 標識類

3201 道路標識

6414317400

（市外）

（株）桃陵工業

仲多度郡多度津町大字道福寺３５５－１

62 資材

6299 その他の資材

6414486600

（準市内） 東和環境科学（株） 四国営業所

高松市寿町１－４－３

27 理化学機器類

2788 理化学機器類の修繕

6414486600

（準市内） 東和環境科学（株） 四国営業所

高松市寿町１－４－３

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414486600

（準市内） 東和環境科学（株） 四国営業所

高松市寿町１－４－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414486600

（準市内） 東和環境科学（株） 四国営業所

高松市寿町１－４－３

80 企画・制作

8004 イベント

6414486600

（準市内） 東和環境科学（株） 四国営業所

高松市寿町１－４－３

89 提供

8999 務の提供

徳島市中常三島町１丁目３２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

高松市伏石町２１４９－１７

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6416923600

（株）東和テクノロジー 四国営業所

（準市内） 東和薬品（株） 高松営業所

2999 具類

3299 その他の標識類

2799 その他の理化学機器類

7802 環境測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

7199 ス

その他の業務委託・役

診療･手術･臨床用機械

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

11 医療機器類

1101 器具

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

71 レンタル・リース

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7106 衛生介護用品

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

7202 医療関連衣類・寝具

7299 その他のクリーニング

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

73 建物管理

7301 建物清掃

6414097500

（市内）

（株）トーカイ

高松市鶴市町２０２５－３

89 提供

8999 務の提供

6419935600

（市外）

（株）トーカイ 高松営業所

綾歌郡綾川町陶４３４３－６

11 医療機器類

1101 器具

その他の業務委託・役務の

営業種目８

1307 消臭剤･消泡剤

その他の業務委託・役

（準市内） 東洋防災工業（株）高松営業所

（市外）

営業種目７

その他の業務委託・役

6420033600

6414725000

営業種目６

2388 車両類の修繕

29 消防・防災用具類

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

6414091500

その他の業務委託・役務の

営業種目３

1103 介護用機械器具

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

1103 介護用機械器具

その他のレンタル・リー

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具
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6419935600

（市外）

（株）トーカイ 高松営業所

綾歌郡綾川町陶４３４３－６

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6414517300

（市外）

（株）トーケミ 岡山営業所

岡山市北区野田２－４－１

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414517300

（市外）

（株）トーケミ 岡山営業所

岡山市北区野田２－４－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414517300

（市外）

（株）トーケミ 岡山営業所

岡山市北区野田２－４－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414729000

（市外）

（株）トーシン

甲賀市甲賀町隠岐２４０３－２０

51 買受

5199 その他の買受

6414259000

（市外）

（株）トータスサービス

丸亀市飯山町上法軍寺８５８－１

73 建物管理

7301 建物清掃

6414259000

（市外）

（株）トータスサービス

丸亀市飯山町上法軍寺８５８－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414259000

（市外）

（株）トータスサービス

丸亀市飯山町上法軍寺８５８－１

89 提供

8999 務の提供

6414717700

（市外）

トータリゼータエンジニアリング（株）

品川区南大井６－２０－１４

05 紙類

0599 その他の紙類

6414717700

（市外）

トータリゼータエンジニアリング（株）

品川区南大井６－２０－１４

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414717700

（市外）

トータリゼータエンジニアリング（株）

品川区南大井６－２０－１４

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414717700

（市外）

トータリゼータエンジニアリング（株）

品川区南大井６－２０－１４

89 提供

8999 務の提供

6414182600

（市外）

（株）トータルメディア開発研究所

千代田区紀尾井町３－２３

80 企画・制作

8002 展示物

8004 イベント

6416951600

（市外）

（株）トーニチコンサルタント 西日本支社

大阪市北区万歳町３－２０

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414097400

（市外）

東邦セールス（株）

徳島市応神町吉成字只津３７－１９

15 衣料品･靴・鞄類

1503 白衣

6414097400

（市外）

東邦セールス（株）

徳島市応神町吉成字只津３７－１９

29 消防・防災用具類

2907 備蓄用食料品

2999 具類

6414097400

（市外）

東邦セールス（株）

徳島市応神町吉成字只津３７－１９

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

7106 衛生介護用品

6414097400

（市外）

東邦セールス（株）

徳島市応神町吉成字只津３７－１９

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

7202 医療関連衣類・寝具

6414097400

（市外）

東邦セールス（株）

徳島市応神町吉成字只津３７－１９

89 提供

8999 務の提供

6414727400

（市外）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所

大阪市中央区今橋４－１－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414727400

（市外）

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所

大阪市中央区今橋４－１－１

89 提供

8999 務の提供

6414268500

（市内）

トーヨースギウエ（株）

高松市円座町５７１

23 車両類

2302 特殊車両

2388 車両類の修繕

6414268500

（市内）

トーヨースギウエ（株）

高松市円座町５７１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2403 発動機･発電機

6414268500

（市内）

トーヨースギウエ（株）

高松市円座町５７１

62 資材

6299 その他の資材

6414268500

（市内）

トーヨースギウエ（株）

高松市円座町５７１

71 レンタル・リース

7101 車両

7102 建材・資材

7108 建設機械

6414769600

（市外）

（株）ドーン

神戸市中央区磯上通２－２－２１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414769600

（市外）

（株）ドーン

神戸市中央区磯上通２－２－２１

10 図書類

1003 地図

6414769600

（市外）

（株）ドーン

神戸市中央区磯上通２－２－２１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414769600

（市外）

（株）ドーン

神戸市中央区磯上通２－２－２１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414103700

（市外）

（株）トキワ工芸社

坂出市林田町４７７－４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

3107 のぼり

6414103700

（市外）

（株）トキワ工芸社

坂出市林田町４７７－４

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

3205 原動機付自転車標識

3288 標識類の修繕

3299 その他の標識類

6414103700

（市外）

（株）トキワ工芸社

坂出市林田町４７７－４

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

6414708300

（市内）

常磐鋼建（株）

高松市香川町大野２６０４－２

14 農業･園芸用品類

1499 品類

6414091600

（市内）

（株）ときわ美装

高松市円座町９０２－９

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414091600

（市内）

（株）ときわ美装

高松市円座町９０２－９

7501 貯水槽清掃

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7509 ボイラーの点検・清掃

7510 検

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

（市内）

（株）ときわ美装

高松市円座町９０２－９

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

6109 ポンプ

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

その他の消防・防災用

7299 その他のクリーニング

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

2404 農業用機械器具

2405 建設用機械器具

2488 産業用機械類の修繕

その他の農業･園芸用

75 建築設備保守点検
6414091600

営業種目３

通信・放送設備の保守

7512 点検

その他の建築設備の保

7599 守点検

エレベーターの保守点

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

監視制御装置の保守点

7511 消防設備の保守点検
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6414091600

（市内）

（株）ときわ美装

高松市円座町９０２－９

89 提供

8999 務の提供

6414717900

（市外）

徳島資源リサイクルセンター（有）

阿南市上中町中原１０５－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

高松市今里町１－２８－２８

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6414065500

商号又は名称

（準市内） 徳島石油（株） 高松支店

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7906 計算業務

徳島地中情報（有）

小松島市中郷町字豊ノ本６８－５

89 提供

8999 務の提供

6414650800

（市外）

（株）徳島データサービス

徳島市幸町３－５５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414650800

（市外）

（株）徳島データサービス

徳島市幸町３－５５

89 提供

8905 人材派遣

6414148800

（市内）

徳寿工業（株）

高松市福岡町２－５－１０

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

6414148800

（市内）

徳寿工業（株）

高松市福岡町２－５－１０

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

6414458400

（市外）

（株）トクスイ

徳島市川内町沖島８４

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414458400

（市外）

（株）トクスイ

徳島市川内町沖島８４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414458400

（市外）

（株）トクスイ

徳島市川内町沖島８４

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414458400

（市外）

（株）トクスイ

徳島市川内町沖島８４

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414458400

（市外）

（株）トクスイ

徳島市川内町沖島８４

89 提供

8999 務の提供

6414182800

（市外）

（株）トクヤマ 資源リサイクル営業グループ

周南市御影町１－１

76 廃棄物処理

7605 処分（産業廃棄物）

6414651400

（市外）

（株）トサトーヨー

高知市一宮南町１丁目１１－５０

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414651400

（市外）

（株）トサトーヨー

高知市一宮南町１丁目１１－５０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414651400

（市外）

（株）トサトーヨー

高知市一宮南町１丁目１１－５０

89 提供

8999 務の提供

6414706200

（市内）

（株）ＴＯＳＨＩ電設工房

高松市塩江町安原下第２号１５１４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

6414458100

（市外）

都市道路開発（株）

広島市中区本川町二丁目６－２１

73 建物管理

7301 建物清掃

6414458100

（市外）

都市道路開発（株）

広島市中区本川町二丁目６－２１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414458100

（市外）

都市道路開発（株）

広島市中区本川町二丁目６－２１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414458100

（市外）

都市道路開発（株）

広島市中区本川町二丁目６－２１

77 警備・受付

7799 その他の警備・受付

6414067600

（市外）

（株）図書館流通センター

文京区大塚三丁目１－１

10 図書類

6414067600

（市外）

（株）図書館流通センター

文京区大塚三丁目１－１

6414067600

（市外）

（株）図書館流通センター

6414067600

（市外）

（株）図書館流通センター

6414698800

（準市内） （株）図書情報センター 高松営業所

その他の業務委託・役務の

3405 白灯油

その他の建築設備の保

7599 守点検

7899 その他の調査・測定

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2188 電気機器類の修繕

7505 電気設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

7513 舞台装置の保守点検

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

1004 図書用品

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2204 視聴覚ソフト

2299 その他の視聴覚機器類

文京区大塚三丁目１－１

79 情報・通信

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

文京区大塚三丁目１－１

89 提供

8999 務の提供

高松市香川町川東上５６６－９７

10 図書類

1001 書籍

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の業務委託・役

（市外）

その他の業務委託・役務の

営業種目４

営業種目６

その他の業務委託・役

6414727600

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の業務委託・役

6417076700

（市外）

（株）トスコ

岡山市南区西市１１６－１３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6417076700

（市外）

（株）トスコ

岡山市南区西市１１６－１３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6417076700

（市外）

（株）トスコ

岡山市南区西市１１６－１３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414159400

（市内）

（株）トスバックシステムズ

高松市朝日町二丁目２－２２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

6414159400

（市内）

（株）トスバックシステムズ

高松市朝日町二丁目２－２２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6416825600

（市内）

（株）戸田機工商会

高松市木太町１８５８－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

6416825600

（市内）

（株）戸田機工商会

高松市木太町１８５８－１

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

6417541600

（市外）

（株）鳥取県情報センター

鳥取市寺町５０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6417541600

（市外）

（株）鳥取県情報センター

鳥取市寺町５０

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

2403 発動機･発電機

0299 その他の事務用機器類

1099 その他の図書類

その他のガソリン･軽油・

3499 灯油類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417541600

（市外）

（株）鳥取県情報センター

鳥取市寺町５０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7109 電気通信機器

6417541600

（市外）

（株）鳥取県情報センター

鳥取市寺町５０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414055000

（準市内）

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部 第三営業本
高松市鍛冶屋町３
部 高松営業所

02 事務用機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0299 その他の事務用機器類

6414055000

（準市内）

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部 第三営業本
高松市鍛冶屋町３
部 高松営業所

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414055000

（準市内）

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部 第三営業本
高松市鍛冶屋町３
部 高松営業所

89 提供

8999 務の提供

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

43 印刷(その他)

4301 ル

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6414051300

（準市内） 凸版印刷（株） 中四国事業部 第二営業本部

高松市鍛冶屋町３

89 提供

8902 翻訳・通訳
1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

7999 その他の情報・通信

その他の業務委託・役

ステッカー・シール・ラベ

6414060200

（市内）

（株）トミタ

高松市田町３－２４

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

6414680600

（市内）

（株）富田屋

高松市川部町３３８－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

その他の業務委託・役務の

営業種目２

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

その他の室内装飾・寝

その他の業務委託・役

6414318600

（準市内） （株）富永製作所 高松支店

高松市春日町片田１７０５－７

89 提供

8999 務の提供

6416759600

（準市内） （株）巴商会 高松営業所

高松市錦町二丁目１７－１３

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6416759600

（準市内） （株）巴商会 高松営業所

高松市錦町二丁目１７－１３

61 製造の請負

6110 ボイラー

6416759600

（準市内） （株）巴商会 高松営業所

高松市錦町二丁目１７－１３

75 建築設備保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414091700

（準市内） （株）友清白蟻 高松支店

高松市西ハゼ町２８５－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414091700

（準市内） （株）友清白蟻 高松支店

高松市西ハゼ町２８５－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7407 有害鳥獣・害虫駆除

その他の建築設備の保

7599 守点検

6414301600

（市外）

友鉄工業（株）

広島市安佐北区亀山２－２４－１４

61 製造の請負

6108 鉄蓋

6414301600

（市外）

友鉄工業（株）

広島市安佐北区亀山２－２４－１４

62 資材

6299 その他の資材

6414489500

（市内）

トヨタエルアンドエフ香川（株）

高松市国分寺町福家甲１１２９－２

23 車両類

2302 特殊車両

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

6414129700

（市内）

トヨタカローラ香川（株）

高松市鬼無町是竹９４

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

2304 装）

6414129700

（市内）

トヨタカローラ香川（株）

高松市鬼無町是竹９４

71 レンタル・リース

7101 車両

6414183000

（市外）

（株）トリアド工房

八王子市大塚６３６－２

80 企画・制作

8002 展示物

6414146900

（準市内） （株）酉島製作所 高松支店

高松市寿町１－１－１２

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414146900

（準市内） （株）酉島製作所 高松支店

高松市寿町１－１－１２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

0602 楽譜

0688 音楽用具類の修繕

0699 その他の音楽用具類

特種用途車両（ぎ装・架

その他の建築設備の保

6414070100

（市内）

ドレミ教販（有）

高松市香西南町４９０－１

06 音楽用具類

0601 楽器(学校･一般用)

6414070100

（市内）

ドレミ教販（有）

高松市香西南町４９０－１

83 機器等保守点検

8303 楽器調律

6414055100

（市外）

内外地図（株） 広島営業所

広島市西区大芝３－５－２

10 図書類

1003 地図

6414055100

（市外）

内外地図（株） 広島営業所

広島市西区大芝３－５－２

43 印刷(その他)

4302 地図

6414055100

（市外）

内外地図（株） 広島営業所

広島市西区大芝３－５－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414055100

（市外）

内外地図（株） 広島営業所

広島市西区大芝３－５－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414055100

（市外）

内外地図（株） 広島営業所

広島市西区大芝３－５－２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414065600

（市内）

内外プロパン（株）

高松市朝日町４－２０－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6417715600

（市外）

（株）ナガオカ

貝塚市二色南町２－１２

61 製造の請負

6101 水道用資材

7905 データ処理

3503 ガス器具

2306 車両部品・用品類

8099 その他の企画・制作

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417715600

（市外）

（株）ナガオカ

貝塚市二色南町２－１２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6417715600

（市外）

（株）ナガオカ

貝塚市二色南町２－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414091800

（市外）

長尾環境設備（株）

坂出市西庄町１０１０－１

13 工業薬品類

1306 脱臭剤･脱硫剤

6414091800

（市外）

長尾環境設備（株）

坂出市西庄町１０１０－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414670400

（市内）

（有）中尾自動車

高松市木太町２４６０－３０

23 車両類

2388 車両類の修繕

6414694900

（市内）

（有）長尾輪業商会

高松市香川町浅野２７４

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

2303 特種用途車両

2304 装）

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

6414075500

（市内）

（株）中幸船具店

高松市西の丸町１０－１５

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2503 溶接器具

2504 塗装用品

2505 建物修繕用消耗品

2588 修繕

2599 用品類

6414075500

（市内）

（株）中幸船具店

高松市西の丸町１０－１５

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の建築設備の保

7503 浄化槽保守点検

特種用途車両（ぎ装・架

工具・塗装等用品類の

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

その他の工具・塗装等

2908 安全保護具

29 消防・防災用具類
6414075500

（市内）

（株）中幸船具店

消防・防災用具類の修

2999 具類

診療･手術･臨床用機械

2988 繕

高松市西の丸町１０－１５

その他の消防・防災用

6414674200

（準市内） 中澤氏家薬業（株） 高松出張所

高松市寺井町４２４－５

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

6414674200

（準市内） 中澤氏家薬業（株） 高松出張所

高松市寺井町４２４－５

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1299 類

4303 製本

4305 封筒印刷

5102 紙・繊維

5199 その他の買受

6414083000

（市外）

長島鋳物（株） 広島営業所

福山市南蔵王町六丁目１５－８

30 仮設資材類

3003 仮設トイレ

6414083000

（市外）

長島鋳物（株） 広島営業所

福山市南蔵王町六丁目１５－８

61 製造の請負

6108 鉄蓋

6414051500

（市内）

（有）中島出版

高松市紙町１０９

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414051500

（市内）

（有）中島出版

高松市紙町１０９

43 印刷(その他)

4301 ル

ステッカー・シール・ラベ

6415021600

（準市内） 長田広告（株） 高松営業所

高松市香西東町５３０－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6415021600

（準市内） 長田広告（株） 高松営業所

高松市香西東町５３０－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

その他の衛生薬品材料

6414367400

（市内）

（有）中西商店

高松市三名町７３４－１

51 買受

5101 金属屑

6414367400

（市内）

（有）中西商店

高松市三名町７３４－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

高松市松縄町３４－２

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

6414112200

（準市内） （株）中西製作所 高松営業所

4399 その他の印刷(その他)

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

6414678700

（市内）

中西電機（株）

高松市花ノ宮町一丁目９－２５

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

6414678700

（市内）

中西電機（株）

高松市花ノ宮町一丁目９－２５

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

2502 電動工具

2599 用品類

6414670700

（市内）

中西包装工業（株）

高松市中間町３６ー６

17 家庭用品類

1704 ポリ袋･ラップ類

6414670700

（市内）

中西包装工業（株）

高松市中間町３６ー６

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

1999 その他の包装資材類

6414147100

（市内）

（株）ナカノ

高松市田村町３１５

15 衣料品･靴・鞄類

1505 手袋

6414147100

（市内）

（株）ナカノ

高松市田村町３１５

25 工具・塗装等用品類

2501 一般工具

6420063600

（市外）

（株）中野コロタイプ

岡山市北区玉柏３９０

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414711100

（市外）

長野ポンプ（株） 大阪営業所

吹田市豊津町１－３１

23 車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

6414711100

（市外）

長野ポンプ（株） 大阪営業所

吹田市豊津町１－３１

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

その他の工具・塗装等

特種用途車両（ぎ装・架

29 消防・防災用具類
6414711100

（市外）

長野ポンプ（株） 大阪営業所

吹田市豊津町１－３１

6414122100

（市内）

（株）中橋商店

高松市城東町１丁目２－３

その他の消防・防災用

2999 具類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類
13 工業薬品類

6414122100

（市内）

（株）中橋商店

高松市城東町１丁目２－３

1399 その他の工業薬品類

6414122100

（市内）

（株）中橋商店

高松市城東町１丁目２－３

35 ガス類

3599 その他のガス類

6414247800

（準市内） ナカバヤシ（株） 高松出張所

高松市今里町二丁目１２－７

02 事務用機器類

0203 製本機器類

6414247800

（準市内） ナカバヤシ（株） 高松出張所

高松市今里町二丁目１２－７

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414247800

（準市内） ナカバヤシ（株） 高松出張所

高松市今里町二丁目１２－７

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

8999 務の提供

0299 その他の事務用機器類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414130000

（市内）

長町電機（有）

高松市春日町１５２５－１

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414130000

（市内）

長町電機（有）

高松市春日町１５２５－１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414684600

（市内）

（有）中村興業

高松市春日町７０８－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414684600

（市内）

（有）中村興業

高松市春日町７０８－３

76 廃棄物処理

6414684600

（市内）

（有）中村興業

高松市春日町７０８－３

89 提供

8999 務の提供

6414154600

（市内）

（株）中村谷

高松市鹿角町１５２－６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

6414154600

（市内）

（株）中村谷

高松市鹿角町１５２－６

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1602 ベッド(一般用)

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414696600

（市内）

（有）中山自動車

高松市木太町１６０４ー４

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

6414692800

（市内）

（株）中山モータース

高松市香川町川東下６１５－２

23 車両類

2301 一般車両

2303 特種用途車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

その他の業務委託・役

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

6414517200

（準市内） （株）ナガワ 高松営業所

高松市檀紙町２０７１－１

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

3004 仮設用材料

高松市小村町５４－７

25 工具・塗装等用品類

2504 塗装用品

高松市上福岡町２０１２－１３

75 建築設備保守点検

7507 自動ドアの保守点検

6414091900

（準市内） ナブコドア（株） 四国支店

営業種目８

7602 収集運搬（産業廃棄物）

高松市檀紙町２０７１－１

ナショペン工業（株）

営業種目７

7405 除草・草刈

（準市内） （株）ナガワ 高松営業所

（市内）

営業種目６

2388 車両類の修繕

6414517200

6414075600

営業種目５

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

その他の室内装飾・寝

2399 その他の車両類

6414043600

（市内）

（株）成豊堂

高松市番町一丁目９－１１

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414043600

（市内）

（株）成豊堂

高松市番町一丁目９－１１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414147200

（市内）

南海ＴＣＭ（株）

高松市香西南町３６３－１

23 車両類

2302 特殊車両

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

6414183300

（市内）

南部開発（株）

高松市勅使町２９９－２

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

6203 花崗土

6204 砕石

6205 砂

6206 レンガ

7405 除草・草刈

7406 森林整備

13 工業薬品類
6414183300

（市内）

南部開発（株）

高松市勅使町２９９－２

1399 その他の工業薬品類

6414183300

（市内）

南部開発（株）

高松市勅使町２９９－２

62 資材

6414183300

（市内）

南部開発（株）

高松市勅使町２９９－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414183300

（市内）

南部開発（株）

高松市勅使町２９９－２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6414051700

（市内）

（株）にいおか印刷

高松市亀岡町２－２５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414051700

（市内）

（株）にいおか印刷

高松市亀岡町２－２５

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

6414051700

（市内）

（株）にいおか印刷

高松市亀岡町２－２５

89 提供

8904 筆耕

6414715000

（市外）

新潟原動機（株） 大阪支店

大阪市中央区淡路町３－３－１０

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414715000

（市外）

新潟原動機（株） 大阪支店

大阪市中央区淡路町３－３－１０

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414122200

（市外）

仁尾興産（株）

三豊市仁尾町仁尾辛１

07 運動用具類

0799 その他の運動用具類

6414122200

（市外）

仁尾興産（株）

三豊市仁尾町仁尾辛１

13 工業薬品類

1308 キレート剤

1399 その他の工業薬品類

6414070300

（市外）

（株）ニシ・スポーツ 中国営業所

広島市西区井口５－１８－１２

07 運動用具類

0702 運動器具

0788 運動用具類の修繕

0799 その他の運動用具類

6420491600

（市外）

（株）ニシオカ

大阪市住吉区南住吉３－１７－５

07 運動用具類

0702 運動器具

0703 武道具

0799 その他の運動用具類

6420491600

（市外）

（株）ニシオカ

大阪市住吉区南住吉３－１７－５

09 保育用具類

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

6419087600

（市外）

西尾レントオール（株） 丸亀営業所

丸亀市土器町北２－１５

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

6419087600

（市外）

西尾レントオール（株） 丸亀営業所

丸亀市土器町北２－１５

31 看板・テント・旗類

3105 テント

3199 旗類

6419087600

（市外）

西尾レントオール（株） 丸亀営業所

丸亀市土器町北２－１５

71 レンタル・リース

7101 車両

7102 建材・資材

その他の業務委託・役務の

6201 生コン

0999 その他の保育用具類

その他の看板・テント・

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

7104 事務機器

7108 建設機械

7109 電気通信機器

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

75 建築設備保守点検

7510 検

7512 点検

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

6414139900

（準市内） 西日本電信電話（株） 香川支店

高松市観光通１－８－２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8399 点検

5199 その他の買受

監視制御装置の保守点

6417107800

（市外）

西日本ペットボトルリサイクル（株）

北九州市若松区響町一丁目６２

51 買受

6414715300

（市外）

（株）西日本環境

神戸市長田区長田町七丁目３－２

89 提供

8999 務の提供

6417273600

（市外）

（株）西日本ジェネリック

岡山市北区田中１５３－１０１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

高松市郷東町２９－１５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414724400

（準市内） （株）西日本水道センター 四国支店

その他の業務委託・役務の

7109 電気通信機器

営業種目３

営業種目４

営業種目５

通信・放送設備の保守

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

3288 標識類の修繕

その他の業務委託・役

高松市十川西町１６６－４

30 仮設資材類

3003 仮設トイレ

3004 仮設用材料

3088 仮設資材類の修繕

6414183400

（市内）

（株）西日本道路興業

高松市十川西町１６６－４

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

6414183400

（市内）

（株）西日本道路興業

高松市十川西町１６６－４

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414183400

（市内）

（株）西日本道路興業

高松市十川西町１６６－４

89 提供

8999 務の提供

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

21 電気機器類

2103 照明器具

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7405 除草・草刈

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

7599 守点検

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

77 警備・受付

7701 常駐警備

7702 機械警備

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414092100

（市内）

西日本ビル管理（株）

高松市東ハゼ町５－６

89 提供

8909 納

8999 務の提供

6414103800

（市内）

西日本放送サービス（株）

高松市西春日町大畑１７３７－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2103 照明器具

2106 無線機

6414103800

（市内）

西日本放送サービス（株）

高松市西春日町大畑１７３７－１

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

6414103800

（市内）

西日本放送サービス（株）

高松市西春日町大畑１７３７－１

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7513 舞台装置の保守点検

6414103800

（市内）

西日本放送サービス（株）

高松市西春日町大畑１７３７－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414103800

（市内）

西日本放送サービス（株）

高松市西春日町大畑１７３７－１

89 提供

8905 人材派遣

水道メータ検針・料金収

6414092200

（準市内） （株）西原環境 四国営業所

高松市春日町１５３９番地３

13 工業薬品類

1304 高分子凝集剤

6414092200

（準市内） （株）西原環境 四国営業所

高松市春日町１５３９番地３

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6414092200

（準市内） （株）西原環境 四国営業所

高松市春日町１５３９番地３

89 提供

8999 務の提供

6414345400

（準市内） （株）西原ネオ 高松営業所

高松市木太町５８７－９

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

6414345400

（準市内） （株）西原ネオ 高松営業所

高松市木太町５８７－９

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414345400

（準市内） （株）西原ネオ 高松営業所

高松市木太町５８７－９

83 機器等保守点検

8399 点検

2788 理化学機器類の修繕

通信・放送設備の保守

エレベーターの保守点

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

0906 教材教具

0907 保育備品

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

通信・放送設備の保守

その他の業務委託・役

その他の機器等の保守

6414126300

（市外）

（株）西村製作所

京都市南区上鳥羽尻切町１０－３

27 理化学機器類

6414126300

（市外）

（株）西村製作所

京都市南区上鳥羽尻切町１０－３

89 提供

8999 務の提供

6414690100

（市内）

西屋牟礼店

高松市牟礼町牟礼１００６－４

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

09 保育用具類

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

11 医療機器類

1103 介護用機械器具

6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

その他の業務委託・役務の

3205 原動機付自転車標識

その他の業務委託・役

75 建築設備保守点検

その他の業務委託・役務の

7999 その他の情報・通信

その他の機器等の保守

（株）西日本道路興業

その他の業務委託・役務の

営業種目８

その他のレンタル・リー

（市内）

その他の業務委託・役務の

営業種目７

7199 ス

6414183400

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役
その他の農業･園芸用

0905 絵画製作用品

監視制御装置の保守点

7510 検
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6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

80 企画・制作

8005 各種講習

6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

82 医療

8201 医療事務

6414183700

（市外）

（株）ニチイ学館

千代田区神田駿河台二丁目９

89 提供

8905 人材派遣

6414702100

（市内）

（株）日医工四国

高松市松島町３－２４－６

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6414721200

（市外）

（株）ニチゾウテック 東京支社 機械・建設事業本
部 東京営業部

品川区南大井六丁目２０－１４

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414043700

（市内）

日電工業（株）

高松市番町２－１０－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6414043700

（市内）

日電工業（株）

高松市番町２－１０－１

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

3099 その他の仮設資材類

2706 工業計器

2707 気象計器類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の業務委託・役

8999 務の提供

22 視聴覚機器類
6414043700

（市内）

日電工業（株）

高松市番町２－１０－１

6414043700

（市内）

日電工業（株）

高松市番町２－１０－１

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

高松市今里町二丁目６－１１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

丸亀市綾歌町栗熊東１０５－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

6417979600
6414093000

（準市内） ニチワ電機（株） 高松営業所
（市外）

日化メンテナンス（株） 香川営業所

6414675100

（準市内） 日機装（株） 四国営業所

高松市林町２５２１－１１

11 医療機器類

1188 医療機器類の修繕

6414675100

（準市内） 日機装（株） 四国営業所

高松市林町２５２１－１１

82 医療

8204 医療機器の保守点検
診療･手術･臨床用機械

6414204800

（市外）

（株）日協堂医療器

観音寺市柞田町甲４３－１

11 医療機器類

1101 器具

6415033600

（市外）

（株）ニック

大野城市川久保三丁目１－２３

01 文具類

0106 収録用品

6415033600

（市外）

（株）ニック

大野城市川久保三丁目１－２３

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

6415033600

（市外）

（株）ニック

大野城市川久保三丁目１－２３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

通信・放送設備の保守

1102 検査用機械器具

6414213000

（準市内） （株）日建技術コンサルタント 四国支社

高松市中央町１１－１５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414213000

（準市内） （株）日建技術コンサルタント 四国支社

高松市中央町１１－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414213000

（準市内） （株）日建技術コンサルタント 四国支社

高松市中央町１１－１５

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414519200

（市外）

（株）日建設計総合研究所

千代田区飯田橋２－１８－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414538900

（市外）

日建リース工業（株） 四国支店

丸亀市飯山町東坂元３６９１－６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

6414538900

（市外）

日建リース工業（株） 四国支店

丸亀市飯山町東坂元３６９１－６

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

3004 仮設用材料

6414538900

（市外）

日建リース工業（株） 四国支店

丸亀市飯山町東坂元３６９１－６

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7199 ス

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

6414290400

（準市内） （株）ニッコク 高松営業所

高松市出作町３８２－１

26 計量器具類

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6414290400

（準市内） （株）ニッコク 高松営業所

高松市出作町３８２－１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6106 計量器

高松市香西東町５４７－１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

2399 その他の車両類

高松市番町一丁目６－６

89 提供

8910 給食

6414140100
6414369000

（市内）

（株）ＮＩＳＳＩＮ

（準市内） 日清医療食品（株） 四国支店

その他の業務委託・役務の

6414126400

（市内）

（株）日進機械

高松市一宮町７４４－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2499 その他の産業用機械類

6414126400

（市内）

（株）日進機械

高松市一宮町７４４－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2702 化学分析装置

6414126400

（市内）

（株）日進機械

高松市一宮町７４４－１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414126400

（市内）

（株）日進機械

高松市一宮町７４４－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414126400

（市内）

（株）日進機械

高松市一宮町７４４－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414686200

（市外）

日進設備工業（株）

高知市百石町４－１１－６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6419565600

（市外）

（株）ニッシンテクノス

徳島市八万町内浜１１８－４

73 建物管理

7301 建物清掃

6419565600

（市外）

（株）ニッシンテクノス

徳島市八万町内浜１１８－４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7403 植栽管理（害虫駆除）

その他のレンタル・リー

その他のレンタル・リー
処分（特別管理産業廃

その他の機器等の保守

8399 点検

7302 空気環境の測定
7407 有害鳥獣・害虫駆除

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

2705 光学機械器具

2788 理化学機器類の修繕
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6419565600

（市外）

（株）ニッシンテクノス

徳島市八万町内浜１１８－４

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6419565600

（市外）

（株）ニッシンテクノス

徳島市八万町内浜１１８－４

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6419565600

（市外）

（株）ニッシンテクノス

徳島市八万町内浜１１８－４

82 医療

8299 その他の医療

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

6414211800

（準市内） 日新電機（株） 四国支店

高松市番町１－６－１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414211800

（準市内） 日新電機（株） 四国支店

高松市番町１－６－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

6414245100

（準市内） （株）日水コン 香川事務所

高松市福岡町３－２－２２

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6414245100

（準市内） （株）日水コン 香川事務所

高松市福岡町３－２－２２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414245100

（準市内） （株）日水コン 香川事務所

高松市福岡町３－２－２２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414097700

（準市内） 日成ビルド工業（株） 高松営業所

高松市塩上町１０－５

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

6414097700

（準市内） 日成ビルド工業（株） 高松営業所

高松市塩上町１０－５

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414074800

（準市内） ニッタン（株） 高松支店

高松市上之町１－１５－６

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2904 消火器(剤)

2988 繕

6414074800

（準市内） ニッタン（株） 高松支店

高松市上之町１－１５－６

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414725700

（準市内） 日駐管理（株） 高松営業所

高松市番町一丁目９－８

77 警備・受付

7704 駐車場管理

6414725700

（準市内） 日駐管理（株） 高松営業所

高松市番町一丁目９－８

81 運搬・保管

8199 その他の運搬・保管

6414725700

（準市内） 日駐管理（株） 高松営業所

高松市番町一丁目９－８

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目４

監視制御装置の保守点

消防・防災用具類の修

その他の消防・防災用

2999 具類

その他の業務委託・役

6414733600

（市外）

日鋳商事（株） 九州営業所

福岡市博多区御供所町１－１

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

6414706600

（市内）

日通香川運輸（株）

高松市朝日町６－８－３

81 運搬・保管

8101 貨物運送

8103 梱包・発送代行

8199 その他の運搬・保管

1902 業務用コンテナ

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

7103 情報機器

7105 医療・介護機器

7199 ス

6414196600

（準市内） 日通商事（株） 高松営業センター

高松市紺屋町４－１０

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414196600

（準市内） 日通商事（株） 高松営業センター

高松市紺屋町４－１０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414196600

（準市内） 日通商事（株） 高松営業センター

高松市紺屋町４－１０

71 レンタル・リース

7101 車両

6414457100

（市外）

日鉄住金テクノロジー（株） 和歌山事業所

和歌山市湊１８５０

78 調査・測定

7802 環境測定

6414103900

（市外）

（株）日展

大阪市北区万歳町３－７

80 企画・制作

8002 展示物

8004 イベント

6414243200

（準市内） 日東カストディアル・サービス（株） 四国支店

高松市今新町７－１７

73 建物管理

7301 建物清掃

6414216600

（準市内） 日本オーチス・エレベータ（株）四国営業所

高松市番町１－６－１

75 建築設備保守点検

7506 検

6414347100

（準市内） 日本カーソリューションズ（株） 高松支店

高松市亀井町２－１

71 レンタル・リース

7101 車両

6414184400

（準市内） 日本貨物鉄道（株） 四国支店

高松市香西南町３４７－２

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

エレベーターの保守点

6414097800

（市外）

日本カルミック（株）

千代田区九段南１－５－１０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414097800

（市外）

日本カルミック（株）

千代田区九段南１－５－１０

71 レンタル・リース

7199 ス

6414097800

（市外）

日本カルミック（株）

千代田区九段南１－５－１０

73 建物管理

7304 建築物ねずみ害虫駆除

6414097800

（市外）

日本カルミック（株）

千代田区九段南１－５－１０

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414097800

（市外）

日本カルミック（株）

千代田区九段南１－５－１０

89 提供

8999 務の提供

6414468500

（市外）

日本コンピューター（株）

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414468500

（市外）

日本コンピューター（株）

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414468500

（市外）

日本コンピューター（株）

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414468500

（市外）

日本コンピューター（株）

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

6414468500

（市外）

日本コンピューター（株）

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

8006 デザイン

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

6414043900

（準市内） 日本事務器（株） 高松支店

高松市寿町２－２－１０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6414043900

（準市内） 日本事務器（株） 高松支店

高松市寿町２－２－１０

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

6414043900

（準市内） 日本事務器（株） 高松支店

高松市寿町２－２－１０

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7999 その他の情報・通信

6414043900

（準市内） 日本事務器（株） 高松支店

高松市寿町２－２－１０

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414358000

（準市内） 日本船舶薬品（株） 高松営業所

高松市松縄町１０８３－１３

11 医療機器類

1199 その他の医療機器類

福岡市博多区御供所町１－１

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

6414341700

（市外）

日本鋳鉄管（株） 九州支社

高松市錦町１－１－６

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414684300

（準市内） 日本通運（株） 四国支店

高松市錦町１－１－６

81 運搬・保管

8101 貨物運送

8103 梱包・発送代行

6414684300

（準市内） 日本通運（株） 四国支店

高松市錦町１－１－６

89 提供

8910 給食

8999 務の提供

6414140200

（準市内） 日本電気（株） 四国支社

高松市中野町２９－２

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414140200

（準市内） 日本電気（株） 四国支社

高松市中野町２９－２

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2199 その他の電気機器類

6414140200

（準市内） 日本電気（株） 四国支社

高松市中野町２９－２

75 建築設備保守点検

7510 検

7512 点検

6414140200

（準市内） 日本電気（株） 四国支社

高松市中野町２９－２

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

6414140200

（準市内） 日本電気（株） 四国支社

高松市中野町２９－２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414269400

（準市内） 日本道路（株） 四国支店

高松市郷東町５８７－１８

62 資材

6202 アスファルト合材

監視制御装置の保守点

6414712200

（市外）

日本トーター（株）

港区港南二丁目１６－１

02 事務用機器類

0299 その他の事務用機器類

6414712200

（市外）

日本トーター（株）

港区港南二丁目１６－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414712200

（市外）

日本トーター（株）

港区港南二丁目１６－１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414712200

（市外）

日本トーター（株）

港区港南二丁目１６－１

89 提供

8999 務の提供

高松市塩上町１０－５

29 消防・防災用具類

2904 消火器(剤)

6414073800

（準市内） 日本ドライケミカル（株） 四国営業所

高松市塩上町１０－５

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414441700

（準市内） 日本郵便（株） 高松中央郵便局

高松市内町１－１５

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414441700

（準市内） 日本郵便（株） 高松中央郵便局

高松市内町１－１５

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

8104 保管

8199 その他の運搬・保管

その他の業務委託・役

通信・放送設備の保守

7903 システムの保守・管理

7906 計算業務

その他の業務委託・役務の

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除

7503 浄化槽保守点検

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

8103 梱包・発送代行

その他の業務委託・役
水道メータ検針・料金収

6417985600

（市外）

（株）日本ウォーターテックス

幸手市緑台１－１９－１１

89 提供

8909 納

6414259100

（市外）

日本エレベーター製造（株） 大阪営業所

大阪市西区土佐堀２－４－９

75 建築設備保守点検

7506 検

6414724200

（市外）

日本化成（株）

西宮市今津山中町１０番２２号

13 工業薬品類

1306 脱臭剤･脱硫剤

6414724200

（市外）

日本化成（株）

西宮市今津山中町１０番２２号

89 提供

8999 務の提供

6414519000

（市外）

一（社）日本家族計画協会

新宿区市谷田町１－１０

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414519000

（市外）

一（社）日本家族計画協会

新宿区市谷田町１－１０

89 提供

8999 務の提供

6414168500

（市内）

（株）日本環境リサーチ

高松市香南町吉光３９－１

78 調査・測定

7802 環境測定
7301 建物清掃

エレベーターの保守点

1307 消臭剤･消泡剤

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

73 建物管理

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7404 植栽管理（その他）

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

7501 貯水槽清掃
75 建築設備保守点検

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

6414092300

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

高松市亀井町８－１１

2207 プロジェクター

その他の業務委託・役

（準市内） 日本ドライケミカル（株） 四国営業所

その他の業務委託・役務の

営業種目８

その他のレンタル・リー

6414073800

その他の業務委託・役務の

営業種目７

収集運搬（特別管理産

（準市内） 日本通運（株） 四国支店

その他の業務委託・役務の

2206 監視カメラ

営業種目６

6108 鉄蓋

6414684300

その他の業務委託・役務の

営業種目５

監視制御装置の保守点

7510 検

7511 消防設備の保守点検

77 警備・受付

7701 常駐警備

7702 機械警備

78 調査・測定

7802 環境測定

エレベーターの保守点

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414092300

地域要
件

商号又は名称

（準市内） 日本管財（株） 高松営業所

契約先所在地
高松市亀井町８－１１

業種名
83 機器等保守点検

営業種目１
8301 機器の保守点検

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414486300

（市外）

商号又は名称
（株）日本管財環境サービス

業種名

契約先所在地

営業種目１
1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

西宮市池田町９－７

営業種目２

営業種目３

1302 消石灰

1303 活性炭

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

営業種目４
1304 高分子凝集剤

営業種目５

営業種目６

営業種目７

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

13 工業薬品類
6414486300

（市外）

（株）日本管財環境サービス

西宮市池田町９－７

1399 その他の工業薬品類

6414486300

（市外）

（株）日本管財環境サービス

西宮市池田町９－７

24 産業用機械類

6414486300

（市外）

（株）日本管財環境サービス

西宮市池田町９－７

89 提供

8999 務の提供

6414710300

（市外）

日本機械工業（株） 大阪営業所

大阪市中央区北久宝寺町二丁目２－１３

23 車両類

2303 特種用途車両

その他の業務委託・役務の

2401 ポンプ
その他の業務委託・役

6414713700

（準市内） 一（財）日本気象協会 四国支店

高松市兵庫町８－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414713700

（準市内） 一（財）日本気象協会 四国支店

高松市兵庫町８－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414713700

（準市内） 一（財）日本気象協会 四国支店

高松市兵庫町８－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414713700

（準市内） 一（財）日本気象協会 四国支店

高松市兵庫町８－１

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

6414097900

（市外）

日本教育情報機器（株）

千代田区有楽町一丁目７－１

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

6414097900

（市外）

日本教育情報機器（株）

千代田区有楽町一丁目７－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414427900

（市外）

日本空調サービス（株） 中国支店

広島市西区三篠町１－３－１２

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

6414427900

（市外）

日本空調サービス（株） 中国支店

広島市西区三篠町１－３－１２

73 建物管理

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414427900

（市外）

日本空調サービス（株） 中国支店

広島市西区三篠町１－３－１２

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

7511 消防設備の保守点検

6414427900

（市外）

日本空調サービス（株） 中国支店

広島市西区三篠町１－３－１２

78 調査・測定

7804 作業環境測定

6414726600

（市外）

日本グリーンパックス（株）

長岡京市城の里１０－９

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414726600

（市外）

日本グリーンパックス（株）

長岡京市城の里１０－９

43 印刷(その他)

4301 ル

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414726600

（市外）

日本グリーンパックス（株）

長岡京市城の里１０－９

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414726600

（市外）

日本グリーンパックス（株）

長岡京市城の里１０－９

89 提供

8999 務の提供

6414531300

（市外）

（株）日本経済研究所

千代田区大手町一丁目９－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414077800

（市外）

日本原料（株） 関西支店

大阪市中央区内本町１－３－５

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414077800

（市外）

日本原料（株） 関西支店

大阪市中央区内本町１－３－５

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414077800

（市外）

日本原料（株） 関西支店

大阪市中央区内本町１－３－５

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414077800

（市外）

日本原料（株） 関西支店

大阪市中央区内本町１－３－５

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6419979600

（市外）

日本興業（株）

さぬき市志度４６１４－１３

62 資材

6299 その他の資材

6417115600

（市外）

日本国民食（株）

中央区日本橋堀留町二丁目４－３

89 提供

8910 給食

6417725600

（市外）

日本コムテック（株） 東京支店

千代田区内神田二丁目１２－１２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414258500

（市外）

日本ゴンドラ（株） 大阪営業所

大阪市中央区平野町３－３－１０

89 提供

8999 務の提供

6414386500

（市外）

（株）日本サポートサービス

千代田区猿楽町二丁目２－１０

79 情報・通信

7905 データ処理

6414386500

（市外）

（株）日本サポートサービス

千代田区猿楽町二丁目２－１０

82 医療

8201 医療事務

6414184700

（市外）

日本産業廃棄物処理（株）

静岡市葵区牧ヶ谷２４６５

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6416953600

（市外）

（株）日本資源開発社

岡山市東区浦間１１０２

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

6416953600

（市外）

（株）日本資源開発社

岡山市東区浦間１１０２

76 廃棄物処理

7605 処分（産業廃棄物）

6417269600

（市外）

日本システムケア（株）

品川区東品川２－３－１２

51 買受

5199 その他の買受

6417269600

（市外）

日本システムケア（株）

品川区東品川２－３－１２

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414074900

（市内）

日本システムサービス（株）

高松市鶴市町１５８

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

ステッカー・シール・ラベ

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

消防・防災用具類の修

2988 繕

営業種目８
1308 キレート剤

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414074900

（市内）

日本システムサービス（株）

高松市鶴市町１５８

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

77 警備・受付

7799 その他の警備・受付

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414727500

（市外）

日本写真判定（株）

千代田区富士見二丁目４－１１

89 提供

8999 務の提供

6414092400

（市内）

日本浄化槽（株）

高松市一宮町８４２－２

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414211900

（市外）

日本信号（株） 大阪支社

大阪市北区小松原町２－４

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414211900

（市外）

日本信号（株） 大阪支社

大阪市北区小松原町２－４

89 提供

8999 務の提供

6418083600

（市外）

日本水道管路（株） 大阪営業所

大阪市中央区本町４－８－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421003600

（市外）

日本水道サービス（株）

米沢市万世町桑山１５４９－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

高松市上福岡町７０９－４

89 提供

6414185000

商号又は名称

（準市内） 日本総合サービス（株） 高松支店

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

2205 液晶ビジョン

その他の業務委託・役務の

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

2288 視聴覚機器類の修繕

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

4399 その他の印刷(その他)

武蔵野市吉祥寺南町一丁目６－１

89 提供

8999 務の提供

6420465600

（市外）

日本ソフト開発（株）

米原市米原西２３

75 建築設備保守点検

7510 検

6420465600

（市外）

日本ソフト開発（株）

米原市米原西２３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6420465600

（市外）

日本ソフト開発（株）

米原市米原西２３

89 提供

8999 務の提供

8004 イベント

監視制御装置の保守点

7903 システムの保守・管理

その他の業務委託・役

6414112400

（準市内） 日本調理機（株） 高松営業所

高松市太田上町２－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

6414052100

（準市内） 日本通信紙（株） 四国営業所

高松市今里町二丁目１２－７

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414052100

（準市内） 日本通信紙（株） 四国営業所

高松市今里町二丁目１２－７

43 印刷(その他)

4301 ル

4305 封筒印刷

6414052100

（準市内） 日本通信紙（株） 四国営業所

高松市今里町二丁目１２－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

7899 その他の調査・測定

6414052100

（準市内） 日本通信紙（株） 四国営業所

高松市今里町二丁目１２－７

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6414052100

（準市内） 日本通信紙（株） 四国営業所

高松市今里町二丁目１２－７

89 提供

8999 務の提供

6414126500

（準市内） 日本電子（株） 高松支店

高松市寿町１－１－１２

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

1188 医療機器類の修繕

6414126500

（準市内） 日本電子（株） 高松支店

高松市寿町１－１－１２

27 理化学機器類

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

6414126500

（準市内） 日本電子（株） 高松支店

高松市寿町１－１－１２

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414126500

（準市内） 日本電子（株） 高松支店

高松市寿町１－１－１２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

ステッカー・シール・ラベ

その他の業務委託・役

2705 光学機械器具

2788 理化学機器類の修繕

7999 その他の情報・通信

6421151600

（市外）

日本電子計算（株）大阪支店

大阪市淀川区西中島二丁目１２－１１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6421151600

（市外）

日本電子計算（株）大阪支店

大阪市淀川区西中島二丁目１２－１１

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6417717600

（市外）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター

神戸市中央区伊藤町１１９

77 警備・受付

7703 受付

6417717600

（市外）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター

神戸市中央区伊藤町１１９

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7999 その他の情報・通信

6417717600

（市外）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター

神戸市中央区伊藤町１１９

82 医療

8201 医療事務

6417717600

（市外）

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター

神戸市中央区伊藤町１１９

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

高松市円座町字西村８１－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3999 その他の物品

6414709900

（市外）

日本ベンダーネット（株）

千代田区飯田橋４－８－３

39 その他の物品

6414709900

（市外）

日本ベンダーネット（株）

千代田区飯田橋４－８－３

89 提供

その他の業務委託・役務の

営業種目７

その他の業務委託・役

一（財）日本造船技術センター

（準市内） 日本プロパンガス（株） 高松営業所

営業種目６

その他の業務委託・役

（市外）

6414065700

営業種目５

その他の業務委託・役

6414190300

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目２

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

2899 その他の厨房機器類

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

6414140600

（準市内） 日本無線（株） 四国支店

高松市寿町２－３－１１

21 電気機器類

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

6414140600

（準市内） 日本無線（株） 四国支店

高松市寿町２－３－１１

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

6414140600

（準市内） 日本無線（株） 四国支店

高松市寿町２－３－１１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理
1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1399 その他の工業薬品類

診療･手術･臨床用機械

6414109400

（市内）

日本メディカル（株）

高松市松並町９３８－１

11 医療機器類

1101 器具

6414109400

（市内）

日本メディカル（株）

高松市松並町９３８－１

51 買受

5199 その他の買受

6414109400

（市内）

日本メディカル（株）

高松市松並町９３８－１

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414109400

（市内）

日本メディカル（株）

高松市松並町９３８－１

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1303 活性炭

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

7399 その他の建物管理

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

78 調査・測定

7802 環境測定

6414185400

（準市内） 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 四国支店

高松市室新町９６６－１

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の建築設備の保

7804 作業環境測定

その他の業務委託・役

6419971600

（市外）

日本ユー・エス・アール（株）

綾歌郡綾川町羽床上５９１－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2103 照明器具

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

6419971600

（市外）

日本ユー・エス・アール（株）

綾歌郡綾川町羽床上５９１－１

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2288 視聴覚機器類の修繕

6419971600

（市外）

日本ユー・エス・アール（株）

綾歌郡綾川町羽床上５９１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6419971600

（市外）

日本ユー・エス・アール（株）

綾歌郡綾川町羽床上５９１－１

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414044100

（市外）

日本ユニシス（株） 関西支社

大阪市北区大深町３番１号

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414044100

（市外）

日本ユニシス（株） 関西支社

大阪市北区大深町３番１号

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414044100

（市外）

日本ユニシス（株） 関西支社

大阪市北区大深町３番１号

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414098100

（市内）

日本リースキン（株）

高松市鶴市町２０４９－５

17 家庭用品類

1705 ﾊﾟｰ

6414098100

（市内）

日本リースキン（株）

高松市鶴市町２０４９－５

18 清掃用具類

1801 モップ類

6414098100

（市内）

日本リースキン（株）

高松市鶴市町２０４９－５

71 レンタル・リース

7110 清掃用具

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

7999 その他の情報・通信

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

6414430500

（準市内） （株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町２－８

33 贈答

3301 カード類

6414430500

（準市内） （株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町２－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414430500

（準市内） （株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町２－８

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414430500

（準市内） （株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町２－８

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8005 各種講習

8008 旅行企画

6414430500

（準市内） （株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町２－８

89 提供

8902 翻訳・通訳

8907 損害保険

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

その他の業務委託・役務の

営業種目６

6414716900

（市外）

（株）日本レップス 四国営業所

徳島市川内町平石若宮８－７

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414716700

（市外）

（株）日本漏防コンサルタント

徳島市南田宮二丁目７－４

78 調査・測定

7801 調査・研究

3302 ノベルティグッズ

6414388500

（準市内） （株）ニュージェック 四国支店

高松市番町４－１５－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414185500

（準市内） （株）ニューパック住友 香川支店

高松市勅使町５３４－１

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

6414185500

（準市内） （株）ニューパック住友 香川支店

高松市勅使町５３４－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2899 その他の厨房機器類

6420655700

（市外）

（株）ネオビエント

徳島市南末広町４－５４

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420655700

（市外）

（株）ネオビエント

徳島市南末広町４－５４

79 情報・通信

7905 データ処理

6420655700

（市外）

（株）ネオビエント

徳島市南末広町４－５４

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

2199 その他の電気機器類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6420655700

（市外）

（株）ネオビエント

徳島市南末広町４－５４

89 提供

8902 翻訳・通訳

6414237600

（市内）

（株）ネクサス

高松市番町３－２－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

6414237600

（市内）

（株）ネクサス

高松市番町３－２－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414140800

（市外）

ネットワンシステムズ（株）

千代田区丸の内二丁目７－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414140800

（市外）

ネットワンシステムズ（株）

千代田区丸の内二丁目７－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414140800

（市外）

ネットワンシステムズ（株）

千代田区丸の内二丁目７－２

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

高松市西の丸町１４－７

80 企画・制作

8008 旅行企画

7502 浄化槽清掃

7503 浄化槽保守点検

6414216700

商号又は名称

（準市内） （株）農協観光 香川支店

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

（市内）

農協清掃（株）

高松市上之町一丁目９－１１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414085900

（市内）

農協清掃（株）

高松市上之町一丁目９－１１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414085900

（市内）

農協清掃（株）

高松市上之町一丁目９－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414085900

（市内）

農協清掃（株）

高松市上之町一丁目９－１１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414085900

（市内）

農協清掃（株）

高松市上之町一丁目９－１１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414440200

（準市内） 野口（株） 高松営業所

高松市木太町９区８４２

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

6414440200

（準市内） 野口（株） 高松営業所

高松市木太町９区８４２

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6414440200

（準市内） 野口（株） 高松営業所

高松市木太町９区８４２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7107 植物

7199 ス

（市内）

野崎自動車（株）

高松市中央町１１－１

23 車両類

2388 車両類の修繕

6414140900

（市内）

（資）野田屋電機

高松市古新町１－６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6414140900

（市内）

（資）野田屋電機

高松市古新町１－６

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2104 時計

6414185700

（市外）

（株）乃村工藝社

港区台場２－３－４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414185700

（市外）

（株）乃村工藝社

港区台場２－３－４

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

6414716200

（市外）

野村興産（株） 関西営業所

大阪市中央区高麗橋２－１－２

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

6414168700

（市外）

（株）野村総合研究所

千代田区大手町１－９－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414168700

（市外）

（株）野村総合研究所

千代田区大手町１－９－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414531700

（市外）

ノムラテクノ（株） 大阪支店

大阪市住之江区東加賀屋１－１１－２６

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

6414531700

（市外）

ノムラテクノ（株） 大阪支店

大阪市住之江区東加賀屋１－１１－２６

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414531700

（市外）

ノムラテクノ（株） 大阪支店

大阪市住之江区東加賀屋１－１１－２６

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414531700

（市外）

ノムラテクノ（株） 大阪支店

大阪市住之江区東加賀屋１－１１－２６

89 提供

8999 務の提供

6417591600

（市外）

（株）パースジャパン

文京区本郷五丁目２６－４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

6417591600

（市外）

（株）パースジャパン

文京区本郷五丁目２６－４

22 視聴覚機器類

2205 液晶ビジョン

6417591600

（市外）

（株）パースジャパン

文京区本郷五丁目２６－４

71 レンタル・リース

7199 ス

6417591600

（市外）

（株）パースジャパン

文京区本郷五丁目２６－４

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6417591600

（市外）

（株）パースジャパン

文京区本郷五丁目２６－４

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

高松市鶴市町明見８６０－６

05 紙類

0501 封筒

（準市内） ハート（株） 高松支店

営業種目７

営業種目８

その他のレンタル・リー

6414673800

6414683900

営業種目６

その他のレンタル・リー

6414085900

その他の業務委託・役務の

営業種目５

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2207 プロジェクター

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

0907 保育備品

0999 その他の保育用具類

処分（特別管理産業廃

その他の業務委託・役

2103 照明器具

その他のレンタル・リー

6414698600

（市内）

ＨＥＩＤＩ

高松市多肥上町１６２２－１２

09 保育用具類

0901 保育遊具

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

6414698600

（市内）

ＨＥＩＤＩ

高松市多肥上町１６２２－１２

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1004 図書用品

6419862300

（市外）

（株）バイタルリード 四国営業所

松山市宮西一丁目４－４３

23 車両類

2306 車両部品・用品類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6419862300

（市外）

（株）バイタルリード 四国営業所

松山市宮西一丁目４－４３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6419862300

（市外）

（株）バイタルリード 四国営業所

松山市宮西一丁目４－４３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6419862300

（市外）

（株）バイタルリード 四国営業所

松山市宮西一丁目４－４３

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン

6420055600

（市外）

（株）パイプドビッツ

港区赤坂２－９－１１

79 情報・通信

7999 その他の情報・通信

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

17 家庭用品類

1705 ﾊﾟｰ

1706 石けん・洗剤類

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

73 建物管理

7301 建物清掃

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

75 建築設備保守点検

6414418300

（市内）

（有）ハウスクリーンサービス

高松市中間町４９３－１１

89 提供

8909 納

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

18 清掃用具類

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

73 建物管理

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

営業種目２

営業種目３

営業種目４

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

営業種目６

営業種目７

営業種目８

7999 その他の情報・通信

1899 その他の清掃用具類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7501 貯水槽清掃

7504 電気保安管理

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7499 その他の施設管理

7501 貯水槽清掃
水道メータ検針・料金収

75 建築設備保守点検
通信・放送設備の保守

エレベーターの保守点

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414092700

（市内）

ハウス美装工業（株）

高松市藤塚町三丁目１２－１２

77 警備・受付

7701 常駐警備

6414269500

（市外）

萩森物流（株）

宇部市大字東須恵ろ一・３９２６の５

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414710500

（市外）

ハクゾウメディカル（株）

大阪市中央区本町橋３－６

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

1299 類

6414710500

（市外）

ハクゾウメディカル（株）

大阪市中央区本町橋３－６

15 衣料品･靴・鞄類

1503 白衣

1599 類

6414716800

（市外）

（株）博電舎

大阪市福島区海老江８丁目９－９

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414455400

（市内）

（株）白洋舎

高松市郷東町１３５－１

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

1503 白衣

1504 帽子

1505 手袋

6414455400

（市内）

（株）白洋舎

高松市郷東町１３５－１

16 室内装飾・寝具類

1601 布団類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1699 具類

6414455400

（市内）

（株）白洋舎

高松市郷東町１３５－１

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

7202 医療関連衣類・寝具

7299 その他のクリーニング

6420969600

（市外）

（有）ハシノ工業

神戸市北区藤原台南町二丁目１９－１

89 提供

8999 務の提供

7703 受付

7405 除草・草刈

7499 その他の施設管理

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

1405 種子

1499 品類

その他の建築設備の保

6414092700

その他の業務委託・役務の

営業種目５

7599 守点検

7704 駐車場管理

その他の衛生薬品材料
その他の衣料品･靴・鞄

その他の室内装飾・寝

その他の業務委託・役

6414959600

（準市内） パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社

高松市紺屋町４－１０

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414959600

（準市内） パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社

高松市紺屋町４－１０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414959600

（準市内） パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社

高松市紺屋町４－１０

80 企画・制作

8005 各種講習

6421041600

（市外）

（株）パシフィックネット 大阪支店

大阪市西淀川区歌島４－４－１３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0299 その他の事務用機器類

6421041600

（市外）

（株）パシフィックネット 大阪支店

大阪市西淀川区歌島４－４－１３

51 買受

5199 その他の買受

6421041600

（市外）

（株）パシフィックネット 大阪支店

大阪市西淀川区歌島４－４－１３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7199 ス

6414149000

（市内）

（株）橋本種苗園

高松市多賀町一丁目４－２

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

6414149000

（市内）

（株）橋本種苗園

高松市多賀町一丁目４－２

24 産業用機械類

2404 農業用機械器具

4399 その他の印刷(その他)

その他のレンタル・リー

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

43 印刷(その他)

4302 地図

4303 製本

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7199 ス

その他のレンタル・リー

1404 苗木

その他の農業･園芸用

7509 ボイラーの点検・清掃

監視制御装置の保守点

7510 検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7906 計算業務

6414159700

（準市内） （株）パスコ 香川支店

高松市観光通２－２－１５

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

1903 ダンボール箱

1999 その他の包装資材類

6414077900

（市外）

幡豆工業（株） 大阪営業所

大阪市北区西天満三丁目１３－１８

61 製造の請負

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6414185800

（市外）

（株）パステムマツザワ 香川営業所

丸亀市綾歌町岡田西１０８１－１８

17 家庭用品類

1704 ポリ袋･ラップ類

1706 石けん・洗剤類

6414185800

（市外）

（株）パステムマツザワ 香川営業所

丸亀市綾歌町岡田西１０８１－１８

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

6420647600

（市外）

（株）長谷場商事

和泉市伏屋町４－１１－２７

51 買受

5103 車両

高松市亀井町２－１

89 提供

8905 人材派遣

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414707700

（準市内） （株）パソナ パソナ・高松

その他の業務委託・役務の

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

7999 その他の情報・通信

その他の業務委託・役

8999 務の提供

6414729700

（市外）

八光海運（株）

南河内郡河南町大字一須賀４５３－１

76 廃棄物処理

6414729700

（市外）

八光海運（株）

南河内郡河南町大字一須賀４５３－１

89 提供

8999 務の提供

6414720700

（市外）

花木工業（株） 大阪支店

大阪市淀川区西中島５－１４－２２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414142900

（市外）

パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 中国・四国
支店

広島市中区中町７－１

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

6414141200

（準市内）

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
高松市古新町８－１
四国社

21 電気機器類

2106 無線機

6414141200

（準市内）

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
高松市古新町８－１
四国社

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414141200

（準市内）

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
高松市古新町８－１
四国社

89 提供

8999 務の提供

6414440100

（市内）

（株）ハナゾノ

高松市西宝町二丁目９－２０

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6414440100

（市内）

（株）ハナゾノ

高松市西宝町二丁目９－２０

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

6414164700

（市内）

パナユーズ（株）

高松市多肥下町１５５６－１３

77 警備・受付

7701 常駐警備

7703 受付

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414104200

（市内）

（株）羽野編集事務所

高松市国分寺町柏原１０７９－１

80 企画・制作

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6414248000

（市外）

（株）パブリック

観音寺市大野原町福田原２４１－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

6414141300

（市内）

（有）濱田電気

高松市桜町一丁目１０－３

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2104 時計

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

2199 その他の電気機器類

6414141300

（市内）

（有）濱田電気

高松市桜町一丁目１０－３

2201 オーディオ機器

2202 放送用機器

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2208 写真用具類

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

7605 処分（産業廃棄物）

その他の業務委託・役

監視制御装置の保守点

7510 検

その他の業務委託・役

3405 白灯油

22 視聴覚機器類
6414141300

（市内）

（有）濱田電気

高松市桜町一丁目１０－３

2288 視聴覚機器類の修繕

6414678000

（市内）

（有）浜本興業

高松市多賀町三丁目１０－１９

51 買受

5101 金属屑

6414678000

（市内）

（有）浜本興業

高松市多賀町三丁目１０－１９

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414678000

（市内）

（有）浜本興業

高松市多賀町三丁目１０－１９

89 提供

8999 務の提供

6414730300

（市外）

早来工営（株）

川崎市川崎区扇町６－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414130400

（市外）

（株）林田製作所

さいたま市見沼区大字上山口新田５６－１

23 車両類

2303 特種用途車両

6414522700

（市内）

（有）原空調

高松市福岡町２－２５－２８

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414522700

（市内）

（有）原空調

高松市福岡町２－２５－２８

28 厨房機器類

2804 業務用冷蔵庫

6414522700

（市内）

（有）原空調

高松市福岡町２－２５－２８

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6414044300

（市内）

（株）原誠文堂

高松市郷東町２３－８

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414044300

（市内）

（株）原誠文堂

高松市郷東町２３－８

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414104300

（市内）

（株）パルシー

高松市藤塚町２－１２－３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414104300

（市内）

（株）パルシー

高松市藤塚町２－１２－３

33 贈答

3302 ノベルティグッズ

6414104300

（市内）

（株）パルシー

高松市藤塚町２－１２－３

71 レンタル・リース

7199 ス

その他の業務委託・役務の

5102 紙・繊維

その他の業務委託・役

その他のレンタル・リー

処分（特別管理産業廃

その他の建築設備の保

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414104300

（市内）

（株）パルシー

高松市藤塚町２－１２－３

80 企画・制作

6414695900

（市内）

万生園

高松市国分寺町新居１０７２－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414473900

（市外）

（株）阪神計器製作所 西宮支店

西宮市中島町９－１０

26 計量器具類

2699 その他の計量器具類

6414473900

（市外）

（株）阪神計器製作所 西宮支店

西宮市中島町９－１０

61 製造の請負

6106 計量器

6417107700

（市外）

（株）阪神マテリアル

大阪市住之江区北加賀屋三丁目２－１８

51 買受

5101 金属屑

6417107700

（市外）

（株）阪神マテリアル

大阪市住之江区北加賀屋三丁目２－１８

89 提供

8999 務の提供

6414390500

（市外）

播水工業（株）

加古川市神野町神野１５５－１

13 工業薬品類

1303 活性炭

6414390500

（市外）

播水工業（株）

加古川市神野町神野１５５－１

62 資材

6205 砂

6414390500

（市外）

播水工業（株）

加古川市神野町神野１５５－１

89 提供

8999 務の提供

6414186000

（市内）

（有）半田植物園

高松市鬼無町鬼無４４２－２

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

6414186000

（市内）

（有）半田植物園

高松市鬼無町鬼無４４２－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414186000

（市内）

（有）半田植物園

高松市鬼無町鬼無４４２－２

76 廃棄物処理

6420637600

（市内）

ＨＡＮＤＹＭＡＮ フジサワ

高松市塩江町安原上東３４６－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6420637600

（市内）

ＨＡＮＤＹＭＡＮ フジサワ

高松市塩江町安原上東３４６－２

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414159900

（市内）

（株）ピアスタッフ

高松市岡本町１５２８－１１

02 事務用機器類

6414159900

（市内）

（株）ピアスタッフ

高松市岡本町１５２８－１１

6414159900

（市内）

（株）ピアスタッフ

6414159900

（市内）

（株）ピアスタッフ

6414168800

商号又は名称

（準市内） （株）ビー・エム・エル 高松営業所

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

8004 イベント
7402 植栽管理（剪定）

7404 植栽管理（その他）

5103 車両

5199 その他の買受

7405 除草・草刈

その他の業務委託・役

6299 その他の資材

その他の業務委託・役
その他の農業･園芸用

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7199 ス

高松市岡本町１５２８－１１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

高松市岡本町１５２８－１１

89 提供

8905 人材派遣

高松市多肥下町１５１０－８

82 医療

8202 集団検診等

8203 医療検査

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

（市内）

（株）ＢＳＰ高松

高松市木太町１１４４ー１

23 車両類

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

6414652500

（市内）

（有）Ｐ．Ｏ．Ｄテクノ

高松市香西南町３５－１５

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2904 消火器(剤)

6414652500

（市内）

（有）Ｐ．Ｏ．Ｄテクノ

高松市香西南町３５－１５

61 製造の請負

6116 消防防災器具

6414652500

（市内）

（有）Ｐ．Ｏ．Ｄテクノ

高松市香西南町３５－１５

62 資材

6299 その他の資材

6414652500

（市内）

（有）Ｐ．Ｏ．Ｄテクノ

高松市香西南町３５－１５

83 機器等保守点検

8399 点検

6419955600

（市外）

（株）ビーコンラーニングサービス

中央区日本橋茅場町２－２－１

89 提供

8999 務の提供

6414728900

（市外）

（株）ビーシーシー

福山市光南町３－６－１０

02 事務用機器類

0201 複写機器類

6414728900

（市外）

（株）ビーシーシー

福山市光南町３－６－１０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414728900

（市外）

（株）ビーシーシー

福山市光南町３－６－１０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414530100

（市外）

ＰｗＣアドバイザリー（同）

中央区銀座八丁目２１－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414530100

（市外）

ＰｗＣアドバイザリー（同）

中央区銀座八丁目２１－１

89 提供

8999 務の提供

6414672900

（市内）

東四国スバル（株）

高松市木太町２６８３

23 車両類

2301 一般車両

6414727900

（市外）

東日本漏水調査（株） 大阪支店

大阪市淀川区西中島７－１－３－３１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6418075600

（市内）

（有）氷上屋

高松市仏生山町甲２５１８－５

34 ガソリン･軽油・灯油類

3405 白灯油

6418075600

（市内）

（有）氷上屋

高松市仏生山町甲２５１８－５

35 ガス類

3501 ＬＰガス

6414702500

（市内）

（社福）ひかりエコ・エンジニアリング会

高松市国分寺町福家字東羽間甲１０８８－１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414708400

（市内）

樋口建材（株）

高松市御厩町４８４－１

13 工業薬品類

1302 消石灰

その他の業務委託・役務の

7499 その他の施設管理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414677500

その他の業務委託・役務の

営業種目６

2388 車両類の修繕

その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

その他の業務委託・役

7605 処分（産業廃棄物）

7906 計算業務

0299 その他の事務用機器類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414708400

（市内）

樋口建材（株）

高松市御厩町４８４－１

29 消防・防災用具類

2905 防災･防火用具

6414708400

（市内）

樋口建材（株）

高松市御厩町４８４－１

61 製造の請負

6112 金網・フェンス

6414708400

（市内）

樋口建材（株）

高松市御厩町４８４－１

62 資材

6202 アスファルト合材

6414052200

（市内）

（株）ピクト

高松市新田町甲１８９５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414052200

（市内）

（株）ピクト

高松市新田町甲１８９５

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

6414052200

（市内）

（株）ピクト

高松市新田町甲１８９５

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

43 印刷(その他)

4301 ル

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

81 運搬・保管

8103 梱包・発送代行

6414052300

（市内）

（株）美巧社

高松市多賀町一丁目８－１０

89 提供

8904 筆耕

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

ステッカー・シール・ラベ

営業種目２

6203 花崗土

営業種目４

6207 木材

6299 その他の資材

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

4303 製本

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

3104 たれ幕

3107 のぼり

3199 旗類

8006 デザイン

10 図書類

1002 雑誌

6416980300

（準市内） （株）ビザビ 四国支社

高松市鍛冶屋町３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6416980300

（準市内） （株）ビザビ 四国支社

高松市鍛冶屋町３

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6416980300

（準市内） （株）ビザビ 四国支社

高松市鍛冶屋町３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

6416980300

（準市内） （株）ビザビ 四国支社

高松市鍛冶屋町３

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供
3102 掲示板

その他の業務委託・役

6414100100

（市内）

ビジュアル・サービス（株）

高松市朝日町２－１４－７

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414100100

（市内）

ビジュアル・サービス（株）

高松市朝日町２－１４－７

43 印刷(その他)

4301 ル

4399 その他の印刷(その他)

6414100100

（市内）

ビジュアル・サービス（株）

高松市朝日町２－１４－７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6416887600

（市外）

備前グリーンエネルギー（株）

備前市東片上３９－６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6416887600

（市外）

備前グリーンエネルギー（株）

備前市東片上３９－６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6416887600

（市外）

備前グリーンエネルギー（株）

備前市東片上３９－６

89 提供

8999 務の提供

6414677800

（市外）

日立キャピタル（株）

港区西新橋一丁目３－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

6414270100

（市外）

日立キャピタルオートリース（株） 中四国支店

広島市中区袋町５－２５

51 買受

5103 車両

6414270100

（市外）

日立キャピタルオートリース（株） 中四国支店

広島市中区袋町５－２５

71 レンタル・リース

7101 車両

6414386900

（市外）

（株）日立システムズ 岡山支店

岡山市北区柳町２－１－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414386900

（市外）

（株）日立システムズ 岡山支店

岡山市北区柳町２－１－１

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414386900

（市外）

（株）日立システムズ 岡山支店

岡山市北区柳町２－１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414141500

（準市内） （株）日立製作所 四国支社

高松市中央町５－３１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0288 事務用機器類の修繕

6414141500

（準市内） （株）日立製作所 四国支社

高松市中央町５－３１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

（市外）

日立造船（株）

大阪市住之江区南港北１－７－８９

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414160300

（市外）

日立造船（株）

大阪市住之江区南港北１－７－８９

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414160300

（市外）

日立造船（株）

大阪市住之江区南港北１－７－８９

61 製造の請負

6114 機械器具

6414160300

（市外）

日立造船（株）

大阪市住之江区南港北１－７－８９

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414160300

（市外）

日立造船（株）

大阪市住之江区南港北１－７－８９

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の看板・テント・

その他の業務委託・役

6414160300

8906 電力供給

営業種目７

6206 レンガ

高松市鍛冶屋町３

その他の業務委託・役務の

営業種目６

6205 砂

（準市内） （株）ビザビ 四国支社

ステッカー・シール・ラベ

営業種目５

6204 砕石

6416980300

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他の業務委託・役

8999 務の提供

7999 その他の情報・通信

7109 電気通信機器

その他のレンタル・リー

7199 ス

営業種目８

8099 その他の企画・制作

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414721800

（市外）

日立造船中国工事（株）

尾道市東御所町１１ー９

24 産業用機械類

2401 ポンプ

6414721800

（市外）

日立造船中国工事（株）

尾道市東御所町１１ー９

83 機器等保守点検

8399 点検

6414721800

（市外）

日立造船中国工事（株）

尾道市東御所町１１ー９

89 提供

8999 務の提供

6414210900

（準市内） （株）日立ビルシステム 四国支社

高松市寿町一丁目３－２

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

6414210900

（準市内） （株）日立ビルシステム 四国支社

高松市寿町一丁目３－２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414210900

（準市内） （株）日立ビルシステム 四国支社

高松市寿町一丁目３－２

71 レンタル・リース

7199 ス

6414210900

（準市内） （株）日立ビルシステム 四国支社

高松市寿町一丁目３－２

75 建築設備保守点検

7506 検

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

エレベーターの保守点

大阪市中央区本町一丁目８－１２

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

6420017600

（市外）

（株）日立プラントメカニクス 関西支店

大阪市中央区本町一丁目８－１２

83 機器等保守点検

8399 点検

7399 その他の建物管理

73 建物管理

6414723400

（準市内） Ｈｉｔｚ環境サービス（株） 高松営業所

高松市中新町１１－１

89 提供

2499 その他の産業用機械類

7507 自動ドアの保守点検

7508 空調設備の保守点検

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

6116 消防防災器具

営業種目５

その他の機器等の保守

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

その他の業務委託・役

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

6414705400

（市内）

ヒッツ環境高松（株）

高松市中新町１１ー１

89 提供

8999 務の提供

6420595600

（市内）

（株）ビデオユニオン

高松市中野町２０－２

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6420595600

（市内）

（株）ビデオユニオン

高松市中野町２０－２

89 提供

8905 人材派遣

6414305100

（市外）

日之出水道機器（株） 四国営業所

松山市千舟町４－５－４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6108 鉄蓋

6414305100

（市外）

日之出水道機器（株） 四国営業所

松山市千舟町４－５－４

62 資材

6202 アスファルト合材

6299 その他の資材

6421158700

（市外）

（株）ヒューネル

新宿区西新宿６－６－３

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414209000

（市外）

ヒューマンリソシア（株）

新宿区西新宿七丁目５－２５

77 警備・受付

7703 受付

6414209000

（市外）

ヒューマンリソシア（株）

新宿区西新宿七丁目５－２５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414209000

（市外）

ヒューマンリソシア（株）

新宿区西新宿七丁目５－２５

79 情報・通信

7905 データ処理

6414209000

（市外）

ヒューマンリソシア（株）

新宿区西新宿七丁目５－２５

89 提供

8902 翻訳・通訳

6414168900

（市外）

（株）病院システム

豊島区目白２－１６－１９

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414168900

（市外）

（株）病院システム

豊島区目白２－１６－１９

89 提供

8999 務の提供

6414651300

（市外）

（株）兵庫分析センター

姫路市広畑区正門通４丁目１０－８

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414651300

（市外）

（株）兵庫分析センター

姫路市広畑区正門通４丁目１０－８

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

2799 その他の理化学機器類

6414651300

（市外）

（株）兵庫分析センター

姫路市広畑区正門通４丁目１０－８

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

6414651300

（市外）

（株）兵庫分析センター

姫路市広畑区正門通４丁目１０－８

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414169000

（市外）

（株）日吉

近江八幡市北之庄町９０８

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1307 消臭剤･消泡剤

6414169000

（市外）

（株）日吉

近江八幡市北之庄町９０８

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

6414169000

（市外）

（株）日吉

近江八幡市北之庄町９０８

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414056400

（市内）

（有）平尾耕文堂

高松市大工町１－６

04 印章類

0401 回転印

0402 ゴム印

0403 公印

0499 その他の印章類

6417247600

（市内）

平尾工務店

高松市塩江町安原下第２号８０－２６

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6417247600

（市内）

平尾工務店

高松市塩江町安原下第２号８０－２６

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

3002 組立式物置

3004 仮設用材料

3088 仮設資材類の修繕

6417247600

（市内）

平尾工務店

高松市塩江町安原下第２号８０－２６

62 資材

6207 木材

6414673000

（市内）

平木塗料（有）

高松市福岡町２－２９－２８

25 工具・塗装等用品類

2504 塗装用品

6414428400

（市外）

平林金属（株）

岡山市北区下中野３４７－１０４

51 買受

5101 金属屑

5103 車両

5199 その他の買受

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他のレンタル・リー

（株）日立プラントメカニクス 関西支店

高松市中新町１１－１

2402 クレーン･コンベア

営業種目４

その他の業務委託・役

（市外）

（準市内） Ｈｉｔｚ環境サービス（株） 高松営業所

営業種目３

その他の機器等の保守

6420017600

6414723400

営業種目２

6117 ボルト・ナット

その他の業務委託・役

8905 人材派遣

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

3099 その他の仮設資材類

1399 その他の工業薬品類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414428400

（市外）

平林金属（株）

岡山市北区下中野３４７－１０４

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6414440400

（市外）

（一財）広島県環境保健協会

広島市中区広瀬北町９－１

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

6414440400

（市外）

（一財）広島県環境保健協会

広島市中区広瀬北町９－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7803 理化学検査

6420937600

（市内）

（株）ファミーリエ

高松市中央町１７－２８－２１

80 企画・制作

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

6420937600

（市内）

（株）ファミーリエ

高松市中央町１７－２８－２１

89 提供

6414718000

（市外）

（株）ファルコバイオシステムズ

京都市中京区河原町通二条上る清水町３４６

6414701600

（市外）

フィリップス・レスピロニクス（同）

6414701600

（市外）

6414701600

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

港区港南二丁目１３－３７

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

フィリップス・レスピロニクス（同）

港区港南二丁目１３－３７

12 衛生薬品材料類

1299 類

（市外）

フィリップス・レスピロニクス（同）

港区港南二丁目１３－３７

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414701600

（市外）

フィリップス・レスピロニクス（同）

港区港南二丁目１３－３７

83 機器等保守点検

8399 点検

6414237000

（市外）

（株）フィリップス・ジャパン ヘルスシステムズ営業
本部

港区港南二丁目１３－３７

11 医療機器類

1101 器具

6414237000

（市外）

（株）フィリップス・ジャパン ヘルスシステムズ営業
本部

港区港南二丁目１３－３７

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414237000

（市外）

（株）フィリップス・ジャパン ヘルスシステムズ営業
本部

港区港南二丁目１３－３７

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6417751600

（市外）

フェイス・ソリューション・テクノロジーズ（株） 松山
支店

松山市南江戸二丁目９－１７

02 事務用機器類

6417751600

（市外）

フェイス・ソリューション・テクノロジーズ（株） 松山
支店

松山市南江戸二丁目９－１７

79 情報・通信

6417751600

（市外）

フェイス・ソリューション・テクノロジーズ（株） 松山
支店

松山市南江戸二丁目９－１７

89 提供

8905 人材派遣

6417079600

（市内）

（株）フォーテック

高松市由良町７５０－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414044500

（準市内） （株）フォーデック 高松支店

高松市円座町８１４－５

02 事務用機器類

6414044500

（準市内） （株）フォーデック 高松支店

高松市円座町８１４－５

営業種目２

営業種目３

営業種目４

7804 作業環境測定

その他の機器等の保守
診療･手術･臨床用機械

1102 検査用機械器具

1188 医療機器類の修繕

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

その他の業務委託・役務の

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414707600

（市内）

（株）フォルツァ

高松市香南町西庄２３８４－１９

18 清掃用具類

1801 モップ類

6414707600

（市内）

（株）フォルツァ

高松市香南町西庄２３８４－１９

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6417705600

（市外）

（株）福井環境分析センター

越前市北府二丁目１－５

78 調査・測定

7802 環境測定

6414705900

（市内）

（有）福池建設工業

高松市田村町７６６－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

6414308600

（市内）

福井興業（株）

高松市元山町９４８－１

62 資材

6203 花崗土

6204 砕石

6414308600

（市内）

福井興業（株）

高松市元山町９４８－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414075100

（市内）

（株）福島商会

高松市屋島西町１９３１－５

23 車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

6414075100

（市内）

（株）福島商会

高松市屋島西町１９３１－５

2901 消防用ホース

2902 消防ポンプ

7804 作業環境測定

6205 砂
処分（特別管理産業廃

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

特種用途車両（ぎ装・架

29 消防・防災用具類

6414075100

（市内）

（株）福島商会

高松市屋島西町１９３１－５

6414075100

（市内）

（株）福島商会

6414075100

（市内）

（株）福島商会

7899 その他の調査・測定

その他の衛生薬品材料

丸亀市川西町北１９５５ー５

高松市屋島西町１９３１－５

営業種目８

1199 その他の医療機器類

（有）フオトス

（株）福島商会

営業種目７

その他の業務委託・役

（市外）

（市内）

営業種目６

その他の業務委託・役

6414729300

6414075100

営業種目５

消防・防災用具類の修

その他の消防・防災用

2988 繕

2999 具類

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

高松市屋島西町１９３１－５

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

高松市屋島西町１９３１－５

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6414109800

（準市内） フクダ電子四国販売（株） 高松営業所

高松市伏石町２００２－８

11 医療機器類

1101 器具

6414109800

（準市内） フクダ電子四国販売（株） 高松営業所

高松市伏石町２００２－８

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414109800

（準市内） フクダ電子四国販売（株） 高松営業所

高松市伏石町２００２－８

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414697400

（準市内） フクダライフテック四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０２７－９

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

1102 検査用機械器具

1188 医療機器類の修繕

通信・放送設備の保守

7512 点検

その他の建築設備の保

7599 守点検

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

契約先所在地

業種名

営業種目１

6414697400

（準市内） フクダライフテック四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０２７－９

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414697400

（準市内） フクダライフテック四国（株） 高松営業所

高松市伏石町２０２７－９

82 医療

8203 医療検査

6414056500

（市内）

福本文照堂

高松市田町３－１２

01 文具類

0104 印判用品

6414056500

（市内）

福本文照堂

高松市田町３－１２

04 印章類

0401 回転印

6414811100

（準市内） （株）福山コンサルタント 四国事務所

高松市寿町１－１－１２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414169100

（準市内） （株）福山臨床検査センター 高松支所

高松市太田下町２６４３－１

78 調査・測定

7802 環境測定

6414169100

（準市内） （株）福山臨床検査センター 高松支所

高松市太田下町２６４３－１

82 医療

8203 医療検査

営業種目２

営業種目３

0402 ゴム印

0499 その他の印章類

3204 バリケード

3299 その他の標識類

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

3205 原動機付自転車標識

3288 標識類の修繕

3299 その他の標識類

80 企画・制作

8006 デザイン

6414186400

（市内）

富国産業（株）

高松市春日町１６３３－１

25 工具・塗装等用品類

2504 塗装用品

2599 用品類

6414186400

（市内）

富国産業（株）

高松市春日町１６３３－１

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

6416857600

（市内）

（株）フジイ産業

高松市前田東町４３２－１

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6416857600

（市内）

（株）フジイ産業

高松市前田東町４３２－１

13 工業薬品類

1399 その他の工業薬品類

6414052400

（市内）

富士印刷（株）

高松市多賀町一丁目１－１６

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6419937600

（市内）

富士運送（株）

高松市国分寺町福家乙１－１

23 車両類

2399 その他の車両類

6419937600

（市内）

富士運送（株）

高松市国分寺町福家乙１－１

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6419937600

（市内）

富士運送（株）

高松市国分寺町福家乙１－１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

8104 保管

8199 その他の運搬・保管

6414164900

（市内）

フジガード（株）

高松市田村町４５２－５

11 医療機器類

1101 器具

6414164900

（市内）

フジガード（株）

高松市田村町４５２－５

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6414164900

（市内）

フジガード（株）

高松市田村町４５２－５

77 警備・受付

7701 常駐警備

7704 駐車場管理

7799 その他の警備・受付

6414164900

（市内）

フジガード（株）

高松市田村町４５２－５

89 提供

8905 人材派遣

6414682500

（市内）

（株）富士カガク

高松市生島町４７９

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

6414652900

（市外）

富士企業（株）

広島市佐伯区楽々園４－６－１９

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414652900

（市外）

富士企業（株）

広島市佐伯区楽々園４－６－１９

78 調査・測定

7802 環境測定

6414186500

（市外）

（株）富士クリーン

綾歌郡綾川町山田下２９９４－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414713300

（市外）

富士建設工業（株）

新潟市北区島見町３３０７－１６

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414713300

（市外）

富士建設工業（株）

新潟市北区島見町３３０７－１６

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414390000

（市外）

（株）フジサワ

さぬき市長尾東３９０－１

32 標識類

3201 道路標識

6414390000

（市外）

（株）フジサワ

さぬき市長尾東３９０－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414390000

（市外）

（株）フジサワ

さぬき市長尾東３９０－１

89 提供

8999 務の提供

6414687100

（市内）

（有）藤沢モータース

高松市林町２０３１－３

23 車両類

2301 一般車両

6419849600

（市外）

フジ産業（株） 関西支店

大阪市淀川区宮原四丁目１－４５

89 提供

8910 給食

6414725500

（市外）

富士産業（株） 高知支店

土佐市蓮池２０８９

30 仮設資材類

3001 組立ハウス

6414725500

（市外）

富士産業（株） 高知支店

土佐市蓮池２０８９

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

（準市内） （株）藤島 ・高松

その他の工具・塗装等

診療･手術･臨床用機械

処分（特別管理産業廃

その他の建築設備の保

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

3002 組立式物置

3003 仮設トイレ

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

3107 のぼり

3199 旗類

その他の業務委託・役

2901 消防用ホース

高松市高松町２３７８－１５

営業種目８

7803 理化学検査

高松市木太町３１５６－１１

6414075200

営業種目７

0404 特殊朱肉

フクロクデザイン事務所

その他の業務委託・役務の

営業種目６

0403 公印

（市内）

その他の業務委託・役務の

営業種目５

8204 医療機器の保守点検

6414672000

その他の業務委託・役務の

営業種目４

29 消防・防災用具類
6414075200

（準市内） （株）藤島 ・高松

高松市高松町２３７８－１５

6414075200

（準市内） （株）藤島 ・高松

高松市高松町２３７８－１５

消防・防災用具類の修

31 看板・テント・旗類

その他の消防・防災用

2988 繕

2999 具類

3101 看板

3102 掲示板

その他の看板・テント・

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号
6414075200

地域要
件

商号又は名称

（準市内） （株）藤島 ・高松

業種名

契約先所在地
高松市高松町２３７８－１５

75 建築設備保守点検

営業種目１

営業種目２

（市内）

（有）藤嶋組

高松市塩江町安原上東２３１８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7405 除草・草刈

6414040600

（市内）

富士ゼロックス四国（株）

高松市磨屋町８－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

6414040600

（市内）

富士ゼロックス四国（株）

高松市磨屋町８－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

2299 その他の視聴覚機器類

6414040600

（市内）

富士ゼロックス四国（株）

高松市磨屋町８－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414040600

（市内）

富士ゼロックス四国（株）

高松市磨屋町８－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414040600

（市内）

富士ゼロックス四国（株）

高松市磨屋町８－１

89 提供

8999 務の提供

6414160500

（市外）

富士ゼロックスシステムサービス（株） 営業本部
関西支店

大阪市西区土佐堀２－２－１７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414160500

（市外）

富士ゼロックスシステムサービス（株） 営業本部
関西支店

大阪市西区土佐堀２－２－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414160500

（市外）

富士ゼロックスシステムサービス（株） 営業本部
関西支店

大阪市西区土佐堀２－２－１７

89 提供

8999 務の提供

6414060700

（市内）

不二装飾（株）

高松市新田町甲４６９－１

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

6414055300

（市内）

藤田印刷（株）

高松市北浜町４番５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414055300

（市内）

藤田印刷（株）

高松市北浜町４番５

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

その他の業務委託・役務の

営業種目４

営業種目５

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

その他の業務委託・役

7905 データ処理

その他の業務委託・役
その他の室内装飾・寝

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414671600

（準市内） （株）藤田商店 高松支店

高松市鹿角町８７８－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

6414671600

（準市内） （株）藤田商店 高松支店

高松市鹿角町８７８－１

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3502 天然ガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

3599 その他のガス類

6414671600

（準市内） （株）藤田商店 高松支店

高松市鹿角町８７８－１

89 提供

高松市国分寺町新居２５６８－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

6414699200

（市内）

フジタ緑研（株）

その他の業務委託・役務の

（準市内） フジ地中情報（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８８－２２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414517800

（準市内） フジ地中情報（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８８－２２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414517800

（準市内） フジ地中情報（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８８－２２

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414517800

（準市内） フジ地中情報（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８８－２２

80 企画・制作

8007 写真撮影・製図

6414517800

（準市内） フジ地中情報（株） 四国営業所

高松市伏石町２０８８－２２

89 提供

8909 納

6414141700

（準市内） 富士通（株）四国支社

高松市藤塚町一丁目１０－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414141700

（準市内） 富士通（株）四国支社

高松市藤塚町一丁目１０－３０

61 製造の請負

6115 通信機器

6414141700

（準市内） 富士通（株）四国支社

高松市藤塚町一丁目１０－３０

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414141700

（準市内） 富士通（株）四国支社

高松市藤塚町一丁目１０－３０

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414141700

（準市内） 富士通（株）四国支社

高松市藤塚町一丁目１０－３０

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他のガソリン･軽油・

3499 灯油類

8906 電力供給

6414517800

その他の業務委託・役務の

営業種目６

7511 消防設備の保守点検

6414695700

その他の業務委託・役務の

営業種目３

水道メータ検針・料金収

7406 森林整備

7899 その他の調査・測定

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

6414160800

（市外）

富士通エフ・オー・エム（株） 中四国支社

広島市中区紙屋町１丁目２－２２

10 図書類

1001 書籍

6414160800

（市外）

富士通エフ・オー・エム（株） 中四国支社

広島市中区紙屋町１丁目２－２２

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414160800

（市外）

富士通エフ・オー・エム（株） 中四国支社

広島市中区紙屋町１丁目２－２２

80 企画・制作

8005 各種講習

6414161000

（準市内） （株）富士通エフサス 中四国支社高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414161000

（準市内） （株）富士通エフサス 中四国支社高松支店

高松市藤塚町１－１０－３０

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7999 その他の情報・通信

8099 その他の企画・制作

6416813600

（市内）

富士通エフサス四国カスタマサービス（株）

高松市番町１－１０－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

6416813600

（市内）

富士通エフサス四国カスタマサービス（株）

高松市番町１－１０－２

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

6416813600

（市内）

富士通エフサス四国カスタマサービス（株）

高松市番町１－１０－２

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

6416813600

（市内）

富士通エフサス四国カスタマサービス（株）

高松市番町１－１０－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414161100

（市内）

（株）富士通四国インフォテック

高松市番町１－１０－２

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414161100

（市内）

（株）富士通四国インフォテック

高松市番町１－１０－２

42 印刷(ﾌｫｰﾑ)

4201 印刷（ﾌｫｰﾑ）

6414161100

（市内）

（株）富士通四国インフォテック

高松市番町１－１０－２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

高松市一宮町２５８－１

21 電気機器類

2106 無線機

6414141900

商号又は名称

（準市内） （株）富士通ゼネラル 四国支店

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

6414169300

（市外）

（株）富士通総研

港区海岸１－１６－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414169300

（市外）

（株）富士通総研

港区海岸１－１６－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7999 その他の情報・通信

6414169300

（市外）

（株）富士通総研

港区海岸１－１６－１

80 企画・制作

8004 イベント

8005 各種講習

6414169300

（市外）

（株）富士通総研

港区海岸１－１６－１

89 提供

8999 務の提供

6414684800

（市外）

富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 第二営業
大阪市中央区城見２－２－６
部

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414684800

（市外）

富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 第二営業
大阪市中央区城見２－２－６
部

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414192000

（準市内） 富士通ネットワークソリューションズ（株） 四国支店 高松市藤塚町１－１０－３０

21 電気機器類

2106 無線機

6414192000

（準市内） 富士通ネットワークソリューションズ（株） 四国支店 高松市藤塚町１－１０－３０

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7512 点検

6414192000

（準市内） 富士通ネットワークソリューションズ（株） 四国支店 高松市藤塚町１－１０－３０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414142100

（市外）

富士通フロンテック（株） 西日本支社

大阪市中央区城見２－２－５３

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414142100

（市外）

富士通フロンテック（株） 西日本支社

大阪市中央区城見２－２－５３

22 視聴覚機器類

2299 その他の視聴覚機器類

高松市藤塚町１－１０－３０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414674900

（市外）

フジテコム（株） 大阪支店

大阪市北区西天満３－１３－１８

27 理化学機器類

2799 その他の理化学機器類

6414674900

（市外）

フジテコム（株） 大阪支店

大阪市北区西天満３－１３－１８

78 調査・測定

7801 調査・研究

高松市寿町１－４－３

75 建築設備保守点検

7506 検

6414186600

（準市内） フジテック（株） 西日本支社 四国支店

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の業務委託・役

（準市内） 富士通ネットワークソリューションズ（株） 四国支店 高松市藤塚町１－１０－３０

（準市内） 富士通リース（株） 四国支店

営業種目４

その他の業務委託・役

6414192000

6414098500

営業種目３

通信・放送設備の保守

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2907 備蓄用食料品

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

6114 機械器具

6115 通信機器

エレベーターの保守点

6417066200

（市外）

（株）フジテックボーサイ

三豊市高瀬町上高瀬４８９－３

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

6417066200

（市外）

（株）フジテックボーサイ

三豊市高瀬町上高瀬４８９－３

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414297700

（市外）

富士鉄工（株）

大阪市城東区鴫野西２－１２－４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414297700

（市外）

富士鉄工（株）

大阪市城東区鴫野西２－１２－４

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414989600

（準市内） 富士電機（株） 四国支社

高松市番町１－６－８

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

6414989600

（準市内） 富士電機（株） 四国支社

高松市番町１－６－８

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2799 その他の理化学機器類

6414989600

（準市内） 富士電機（株） 四国支社

高松市番町１－６－８

61 製造の請負

6111 原動機

6113 電気器具

6414989600

（準市内） 富士電機（株） 四国支社

高松市番町１－６－８

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414240600

（準市内） 富士電機ＩＴソリューション（株） 四国支店

高松市番町１－６－８

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414240600

（準市内） 富士電機ＩＴソリューション（株） 四国支店

高松市番町１－６－８

22 視聴覚機器類

2207 プロジェクター

6414240600

（準市内） 富士電機ＩＴソリューション（株） 四国支店

高松市番町１－６－８

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414240600

（準市内） 富士電機ＩＴソリューション（株） 四国支店

高松市番町１－６－８

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

消防・防災用具類の修

その他の消防・防災用

2908 安全保護具

2988 繕

2999 具類

3106 旗

3107 のぼり

その他の建築設備の保

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

その他の室内装飾・寝

6414104500

（市内）

（有）富士テント商会

高松市松福町二丁目１９－２０

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6414104500

（市内）

（有）富士テント商会

高松市松福町二丁目１９－２０

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

6414210600

（市内）

富士道路施設（株）

高松市小村町３２８－２

32 標識類

3201 道路標識

3202 カーブミラー

3203 保安灯

3204 バリケード

3288 標識類の修繕

6414691400

（市内）

（有）藤野商店

高松市庵治町１７８６－２

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3405 白灯油

その他の看板・テント・

3199 旗類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6414109900

（準市内） 富士フイルムメディカル（株） 四国営業所

高松市中新町２－８

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

6414112600

（準市内） （株）フジマック 高松営業所

高松市香西東町５７６－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

2303 特種用途車両

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

3106 旗

3107 のぼり

6414692100

（市内）

伏見デザイン研究室

高松市牟礼町牟礼３０３４－３

80 企画・制作

8006 デザイン

6414688500

（市内）

（有）藤本自動車整備工場

高松市塩江町安原上東３３８－８

23 車両類

2301 一般車両

6414349500

（市内）

（株）藤本造船鉄工所

高松市庵治町６３９３－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414349500

（市内）

（株）藤本造船鉄工所

高松市庵治町６３９３－１

61 製造の請負

6118 船舶

6414349500

（市内）

（株）藤本造船鉄工所

高松市庵治町６３９３－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6417066500

（市外）

（株）フジヤ 広島支店

広島市南区比治山本町１６－３５

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1605 どん帳･暗幕

1699 具類

6417066500

（市外）

（株）フジヤ 広島支店

広島市南区比治山本町１６－３５

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3103 腕章

3105 テント

6417066500

（市外）

（株）フジヤ 広島支店

広島市南区比治山本町１６－３５

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

7199 ス

6417066500

（市外）

（株）フジヤ 広島支店

広島市南区比治山本町１６－３５

80 企画・制作

8002 展示物

8004 イベント

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

6417066500

（市外）

（株）フジヤ 広島支店

広島市南区比治山本町１６－３５

89 提供

8999 務の提供

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1399 その他の工業薬品類

6107 計測器

6108 鉄蓋

その他の業務委託・役務の

営業種目７

営業種目８

2899 その他の厨房機器類

その他の室内装飾・寝
その他の看板・テント・

3199 旗類

その他のレンタル・リー

その他の業務委託・役

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2488 産業用機械類の修繕

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6103 塩ビ管

6106 計量器

6115 通信機器

6117 ボルト・ナット
7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7510 検

7512 点検

7599 守点検

1304 高分子凝集剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1399 その他の工業薬品類

6109 ポンプ

6114 機械器具

61 製造の請負
6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

78 調査・測定

7802 環境測定

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414093300

（準市内） （株）フソウ 四国支店

高松市郷東町７９２－８

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

通信・放送設備の保守

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2488 産業用機械類の修繕

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

75 建築設備保守点検

7503 浄化槽保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

78 調査・測定

7802 環境測定

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6421225900

（市内）

扶桑建設工業（株）

高松市郷東町７９２－１０５

89 提供

8999 務の提供

6414093400

（市外）

扶桑興産（株）

綾歌郡宇多津町浜八番丁１３４－７

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

その他の業務委託・役務の

監視制御装置の保守点

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

その他の建築設備の保

7510 検

7512 点検

7599 守点検

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

1706 石けん・洗剤類

1707 収納用品

1799 その他の家庭用品類

その他の業務委託・役

6414045000

（準市内） 扶桑電通（株） 四国支店

高松市天神前１０－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414045000

（準市内） 扶桑電通（株） 四国支店

高松市天神前１０－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

7199 ス

6414045000

（準市内） 扶桑電通（株） 四国支店

高松市天神前１０－１

75 建築設備保守点検

7510 検

6414045000

（準市内） 扶桑電通（株） 四国支店

高松市天神前１０－１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414045000

（準市内） 扶桑電通（株） 四国支店

高松市天神前１０－１

83 機器等保守点検

8399 点検

3104 たれ幕

3199 旗類

その他のレンタル・リー

監視制御装置の保守点

その他の機器等の保守
その他の看板・テント・

6414676200

（市内）

（有）双葉工房

高松市新田町甲６５２ー１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414676200

（市内）

（有）双葉工房

高松市新田町甲６５２ー１

32 標識類

3299 その他の標識類

6414045100

（市内）

双葉産業（株）

高松市新田町甲２１５６－３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

6414045100

（市内）

双葉産業（株）

高松市新田町甲２１５６－３

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

1703 家事雑貨

1704 ポリ袋･ラップ類

1705 ﾊﾟｰ

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414122600

（市内）

（株）二葉屋火薬銃砲店

高松市紺屋町３－９

24 産業用機械類

2404 農業用機械器具

6414122600

（市内）

（株）二葉屋火薬銃砲店

高松市紺屋町３－９

29 消防・防災用具類

2999 具類

6414067700

（市内）

（有）ブックス三条

高松市太田下町２５１１－１

09 保育用具類

0906 教材教具

6414067700

（市内）

（有）ブックス三条

高松市太田下町２５１１－１

10 図書類

1001 書籍

6414084800

（市内）

（有）仏生山金属

高松市多肥上町２２８５－２６

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

（準市内） （株）武揚堂 四国営業所

高松市錦町１－１８－３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414055400

（準市内） （株）武揚堂 四国営業所

高松市錦町１－１８－３

43 印刷(その他)

4302 地図

6414055400

（準市内） （株）武揚堂 四国営業所

高松市錦町１－１８－３

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414055400

（準市内） （株）武揚堂 四国営業所

高松市錦町１－１８－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414055400

（準市内） （株）武揚堂 四国営業所

高松市錦町１－１８－３

80 企画・制作

8006 デザイン

1002 雑誌

1003 地図

1099 その他の図書類

8007 写真撮影・製図

6414104600

（市内）

（株）プラス・エー

高松市円座町８１４－５

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414104600

（市内）

（株）プラス・エー

高松市円座町８１４－５

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414104600

（市内）

（株）プラス・エー

高松市円座町８１４－５

80 企画・制作

8004 イベント

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

13 工業薬品類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1308 キレート剤

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2402 クレーン･コンベア

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

61 製造の請負

6109 ポンプ

6110 ボイラー

6114 機械器具

6119 薬品

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

62 資材

6299 その他の資材

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414311500

（市内）

プラント工業（株）

高松市三名町８５－１

83 機器等保守点検

8399 点検

高松市福岡町３－７－１７

23 車両類

2306 車両部品・用品類
0203 製本機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

（準市内） ブリヂストンタイヤサービス西日本（株） 高松店

その他の建築設備の保
その他の機器等の保守

6414045200

（市内）

プリントネットワーク（株）

高松市檀紙町２０６９－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

6414045200

（市内）

プリントネットワーク（株）

高松市檀紙町２０６９－１

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

2199 その他の電気機器類

6414045200

（市内）

プリントネットワーク（株）

高松市檀紙町２０６９－１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414045200

（市内）

プリントネットワーク（株）

高松市檀紙町２０６９－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6421178200

（市外）

ブルームビルド（株） 名古屋オフィス

名古屋市東区古出来１丁目２－２２

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6421178200

（市外）

ブルームビルド（株） 名古屋オフィス

名古屋市東区古出来１丁目２－２２

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6420831600

（準市内） 古河電池（株） 四国支店

高松市寿町１－１－１２

23 車両類

2306 車両部品・用品類

6420831600

（準市内） 古河電池（株） 四国支店

高松市寿町１－１－１２

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類
7802 環境測定

6414724000

（市外）

古川熱学エンヂニアリング（株） 四国営業所

坂出市旭町２－７－４８

78 調査・測定

6415043600

（市外）

（株）フルキャスト

品川区西五反田八丁目９－５

89 提供

8905 人材派遣

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

30 仮設資材類

3003 仮設トイレ

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6414093500

（市内）

（株）フレイン

高松市亀岡町１４－１１

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の消防・防災用

6414055400

6417113900

営業種目５

その他の業務委託・役

8999 務の提供

7503 浄化槽保守点検

0288 事務用機器類の修繕

0299 その他の事務用機器類

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414165300

（市内）

（株）ブレインズ

高松市紺屋町１－３

89 提供

8905 人材派遣

6414653800

（市外）

（株）プレック研究所 大阪事務所

大阪市西区靭本町１－１４－１５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421160300

（市外）

（株）フロウ

中央区京橋２－１２－１２

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6421160300

（市外）

（株）フロウ

中央区京橋２－１２－１２

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6420763600

（市外）

一（社）文化財科学研究センター

天理市田町４４７

89 提供

6414518600

（市外）

（株）文化財サービス

京都市左京区川端二条下ル孫橋町２５

6419373700

（市外）

文化財調査コンサルタント（株）

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6419373700

（市外）

6414692200

1302 消石灰

2202 放送用機器

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

松江市下東川津町１３１

78 調査・測定

7801 調査・研究

文化財調査コンサルタント（株）

松江市下東川津町１３１

89 提供

8999 務の提供

（市内）

（株）文教社

高松市本町６－２２

08 学校教材類

0801 教育教材

6414692200

（市内）

（株）文教社

高松市本町６－２２

22 視聴覚機器類

2204 視聴覚ソフト

6414671700

（市内）

文新堂漆器工業（有）

高松市藤塚町三丁目９－２０

33 贈答

3304 工芸品

6414122800

（市内）

（株）平成商事

高松市朝日町二丁目６－１２

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414122800

（市内）

（株）平成商事

高松市朝日町二丁目６－１２

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他の業務委託・役

8999 務の提供

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

2288 視聴覚機器類の修繕

2299 その他の視聴覚機器類

その他の業務委託・役
その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

1308 キレート剤

その他の業務委託・役

6414669600

（準市内） 平成堂（株） 高松支店

高松市田村町４９６

08 学校教材類

0803 視聴覚教育機器

6414669600

（準市内） 平成堂（株） 高松支店

高松市田村町４９６

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414669600

（準市内） 平成堂（株） 高松支店

高松市田村町４９６

75 建築設備保守点検

7512 点検

通信・放送設備の保守

6417093600

（市内）

（株）ベイリーフ

高松市紙町４１１－５

77 警備・受付

7701 常駐警備

7799 その他の警備・受付

6414710100

（市外）

平和製罐（株）

泉南市りんくう南浜３－１７

32 標識類

3205 原動機付自転車標識

3299 その他の標識類

6420213800

（市外）

（株）ベネッセコーポレーション 初等中等教育事業
岡山市北区南方三丁目７－１７
本部

08 学校教材類

0801 教育教材

6420213800

（市外）

（株）ベネッセコーポレーション 初等中等教育事業
岡山市北区南方三丁目７－１７
本部

89 提供

6417723600

（市外）

（株）ベネフィットワン・ヘルスケア

新宿区西新宿三丁目７－１

6414728700

（市外）

（株）ベルシステム２４

6414728700

（市外）

6414728700

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

中央区晴海一丁目８－１１

77 警備・受付

7703 受付

（株）ベルシステム２４

中央区晴海一丁目８－１１

78 調査・測定

7801 調査・研究

（市外）

（株）ベルシステム２４

中央区晴海一丁目８－１１

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6417753600

（市外）

（株）ベルソ

松山市南江戸二丁目９－１７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6417753600

（市外）

（株）ベルソ

松山市南江戸二丁目９－１７

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6417753600

（市外）

（株）ベルソ

松山市南江戸二丁目９－１７

89 提供

8905 人材派遣

6414045500

（市内）

（株）逸見文具店

高松市瓦町一丁目２－１

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414045500

（市内）

（株）逸見文具店

高松市瓦町一丁目２－１

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414723200

（市外）

邦英商興（株）

名古屋市北区清水三丁目１６－１１

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414723200

（市外）

邦英商興（株）

名古屋市北区清水三丁目１６－１１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414723200

（市外）

邦英商興（株）

名古屋市北区清水三丁目１６－１１

89 提供

6421180700

（市外）

（株）法研関西

大阪市北区天神西町８－１９

6416833600

（市外）

宝田研磨

6416833600

（市外）

6416833600

（市外）

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役
その他の業務委託・役

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

89 提供

その他の業務委託・役務の

8999 務の提供

さぬき市志度４１３９－１０５

08 学校教材類

0899 その他の学校教材類

宝田研磨

さぬき市志度４１３９－１０５

17 家庭用品類

1702 台所用品

宝田研磨

さぬき市志度４１３９－１０５

89 提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役
その他の業務委託・役

その他の業務委託・役

8999 務の提供

その他の業務委託・役

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414719200

（市外）

（株）宝文堂

木田郡三木町大字平木１７

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

0803 視聴覚教育機器

0899 その他の学校教材類

6414719200

（市外）

（株）宝文堂

木田郡三木町大字平木１７

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

1004 図書用品

6414717400

（市外）

（有）鳳鳴

神戸市長田区若松町３－１－２

89 提供

8999 務の提供

2904 消火器(剤)

2999 具類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

（準市内） ホーチキ（株） 関西支店 四国支社

高松市木太町３区１９８１－４

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

6414687500

（準市内） ホーチキ（株） 関西支店 四国支社

高松市木太町３区１９８１－４

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

2903 避難･救助器具

6414687500

（準市内） ホーチキ（株） 関西支店 四国支社

高松市木太町３区１９８１－４

61 製造の請負

6115 通信機器

6116 消防防災器具

6414687500

（準市内） ホーチキ（株） 関西支店 四国支社

高松市木太町３区１９８１－４

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

6414538500

（準市内） （株）ホープ 高松営業所

高松市木太町３０９２－３１－１０３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414538500

（準市内） （株）ホープ 高松営業所

高松市木太町３０９２－３１－１０３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414538500

（準市内） （株）ホープ 高松営業所

高松市木太町３０９２－３１－１０３

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

6414538500

（準市内） （株）ホープ 高松営業所

高松市木太町３０９２－３１－１０３

89 提供

8905 人材派遣

8999 務の提供

6414720800

（市外）

（株）北辰測量設計

徳島市名東町三丁目３４２－５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414720800

（市外）

（株）北辰測量設計

徳島市名東町三丁目３４２－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

高松市牟礼町大町羽間２５４４－２１

61 製造の請負

6108 鉄蓋
8203 医療検査

6414078100

（準市内） 北勢工業（株） 高松営業所

1099 その他の図書類

7905 データ処理

7906 計算業務

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

横浜市保土ケ谷区神戸町１０６

82 医療

6419671600

（市外）

（株）保険総合研究所

奈良市四条大路２－２－１２

89 提供

8907 損害保険

6414112700

（市内）

ホシザキ四国（株）

高松市紺屋町３－３

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

6414112700

（市内）

ホシザキ四国（株）

高松市紺屋町３－３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414110100

（市外）

（株）ホスネット・ジャパン

岡山市北区今１－３－１９

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6414110100

（市外）

（株）ホスネット・ジャパン

岡山市北区今１－３－１９

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

6414110100

（市外）

（株）ホスネット・ジャパン

岡山市北区今１－３－１９

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414110100

（市外）

（株）ホスネット・ジャパン

岡山市北区今１－３－１９

89 提供

8999 務の提供

6414845300

（市外）

北海道地図（株） 東京支店

千代田区平河町２－６－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414845300

（市外）

北海道地図（株） 東京支店

千代田区平河町２－６－１

43 印刷(その他)

4302 地図

6414845300

（市外）

北海道地図（株） 東京支店

千代田区平河町２－６－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414845300

（市外）

北海道地図（株） 東京支店

千代田区平河町２－６－１

80 企画・制作

8002 展示物

8007 写真撮影・製図

6414052800

（市外）

ホワイト印刷（株）

さぬき市鴨部４４３１－６

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414052800

（市外）

ホワイト印刷（株）

さぬき市鴨部４４３１－６

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

6414676300

（市内）

（株）本田石油

高松市香西東町４４１－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

6421163900

（市外）

マイタウンサービス（株）

福岡市南区玉川町９－１２

89 提供

8909 納

6420835600

（市外）

（株）マイティネット

広島市西区草津新町１－２１－３５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414486800

（市外）

（株）前川製作所

江東区牡丹３－１４－１５

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414486800

（市外）

（株）前川製作所

江東区牡丹３－１４－１５

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6417365600

（市外）

（株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所

大阪市淀川区宮原３－５－２４

24 産業用機械類

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6417365600

（市外）

（株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所

大阪市淀川区宮原３－５－２４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6114 機械器具

6417365600

（市外）

（株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所

大阪市淀川区宮原３－５－２４

62 資材

6299 その他の資材

診療･手術･臨床用機械

その他の消防・防災用

その他の業務委託・役

（株）保健科学研究所

その他の業務委託・役務の

営業種目６

8006 デザイン

（市外）

その他の業務委託・役務の

営業種目５

通信・放送設備の保守

6414169400

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

6414687500

その他の業務委託・役務の

営業種目３

2804 業務用冷蔵庫

その他の業務委託・役

3402 軽油

水道メータ検針・料金収

7905 データ処理

その他の建築設備の保

3404 Ａ重油

3405 白灯油

2805 牛乳保冷庫

2888 厨房機器類の修繕

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417365600

（市外）

（株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所

大阪市淀川区宮原３－５－２４

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6417365600

（市外）

（株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所

大阪市淀川区宮原３－５－２４

83 機器等保守点検

8399 点検

6414289500

（市外）

前澤給装工業（株） 四国営業所

松山市南斎院町８０－５

61 製造の請負

6101 水道用資材

6106 計量器

6414078200

（市外）

前澤工業（株） 大阪支店

大阪市淀川区宮原３－５－２４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6114 機械器具

高松市小村町４７４－４

62 資材

6202 アスファルト合材

6414083400

商号又は名称

（準市内） 前田道路（株） 四国支店 香川営業所

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

（株）マオカ設計

高松市鹿角町３３０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

7906 計算業務

6414060900

（市内）

（有）槇野製畳所

高松市松島町３－１１－１７

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1699 具類

6417065800

（市外）

柾木工業（株）

大阪市此花区梅町二丁目２－２５

89 提供

8999 務の提供

6414678200

（市内）

（株）正芳商会

高松市香南町吉光１１２４ー３７

51 買受

5102 紙・繊維

6414689100

（市内）

（有）間島商店

高松市牟礼町牟礼２５７２

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

3588 ガス器具の修繕

6414061000

（市内）

（株）間島畳装飾

高松市高松町２１７５－２２

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

1604 カーテン

1699 具類

6421159700

（市外）

税理士法人 マスエージェント

徳島市春日２－３－３３

89 提供

8999 務の提供

営業種目７

営業種目８

0204 コンピュータ機器類

1102 検査用機械器具

1188 医療機器類の修繕

その他の室内装飾・寝

その他の業務委託・役

3599 その他のガス類

その他の室内装飾・寝

その他の業務委託・役

6421159200

（準市内） （株）マスエージェント 香川支店

高松市西町２１番２３号

02 事務用機器類

6421159200

（準市内） （株）マスエージェント 香川支店

高松市西町２１番２３号

89 提供

8999 務の提供
1101 器具

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の機器等の保守

（市内）

その他の業務委託・役務の

営業種目５

その他の建築設備の保

6414259800

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役
診療･手術･臨床用機械

6421025600

（市外）

（株）マスターズ

岡山市北区西古松２－３－８

11 医療機器類

6421025600

（市外）

（株）マスターズ

岡山市北区西古松２－３－８

89 提供

8999 務の提供

6414533200

（市内）

（株）増田地質工業

高松市宮脇町１－１８－２３

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7899 その他の調査・測定

6414122900

（市内）

増田薬品（株）

高松市錦町一丁目１３－２１

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

2702 化学分析装置

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2706 工業計器

2707 気象計器類

2788 理化学機器類の修繕

その他の業務委託・役務の

1199 その他の医療機器類

その他の業務委託・役

13 工業薬品類
6414122900

（市内）

増田薬品（株）

高松市錦町一丁目１３－２１

6414122900

（市内）

増田薬品（株）

高松市錦町一丁目１３－２１

1399 その他の工業薬品類
2701 電気計測器
27 理化学機器類

6414122900

（市内）

増田薬品（株）

高松市錦町一丁目１３－２１

2799 その他の理化学機器類

6414418900

（市内）

マスプロ印刷（有）

高松市香川町大野２２３－５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414418900

（市内）

マスプロ印刷（有）

高松市香川町大野２２３－５

43 印刷(その他)

4305 封筒印刷

6415522900

（準市内） マスプロ電工（株） 高松営業所

高松市太田下町３０３１－１

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6415522900

（準市内） マスプロ電工（株） 高松営業所

高松市太田下町３０３１－１

75 建築設備保守点検

7512 点検

6415522900

（準市内） マスプロ電工（株） 高松営業所

高松市太田下町３０３１－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

通信・放送設備の保守

6419617600

（市内）

一（社） まちテレ

高松市番町１－５－１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6419617600

（市内）

一（社） まちテレ

高松市番町１－５－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8007 写真撮影・製図

6414045700

（市内）

（有）松下文具店

高松市仏生山町甲８３４－３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

6414045700

（市内）

（有）松下文具店

高松市仏生山町甲８３４－３

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0306 ロビー調度品

0388 ｵﾌｨｽ等家具類の修繕

6414696000

（市内）

（株）マツナガ

高松市国分寺町新名７００

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

6414143000

（市外）

（株）松村電機製作所 関西支店

大阪市北区天満２－１２－１６

21 電気機器類

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

6414143000

（市外）

（株）松村電機製作所 関西支店

大阪市北区天満２－１２－１６

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6414143000

（市外）

（株）松村電機製作所 関西支店

大阪市北区天満２－１２－１６

89 提供

8999 務の提供

6414717300

（市外）

（株）松本コンサルタント 丸亀支店

丸亀市富士見町一丁目１０－２６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414717300

（市外）

（株）松本コンサルタント 丸亀支店

丸亀市富士見町一丁目１０－２６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0199 その他の文具類
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6414717300

業種名

営業種目１

営業種目２

営業種目３

商号又は名称

契約先所在地

（市外）

（株）松本コンサルタント 丸亀支店

丸亀市富士見町一丁目１０－２６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7905 データ処理

6414677400

（市内）

（株）松本商店

高松市前田東町１２５６－７

51 買受

5101 金属屑

5102 紙・繊維

6414677400

（市内）

（株）松本商店

高松市前田東町１２５６－７

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7605 処分（産業廃棄物）

6414067900

（市内）

（有）松本書店

高松市栗林町一丁目７－１５

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

6414243700

（市内）

（株）松本光春商店

高松市栗林町１－１５－１８

51 買受

5101 金属屑

5102 紙・繊維

6414243700

（市内）

（株）松本光春商店

高松市栗林町１－１５－１８

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414243700

（市内）

（株）松本光春商店

高松市栗林町１－１５－１８

78 調査・測定

7804 作業環境測定

6414693400

（市内）

（有）松本モータース

高松市牟礼町牟礼２２１７－１２

23 車両類

2301 一般車両

6414693400

（市内）

（有）松本モータース

高松市牟礼町牟礼２２１７－１２

71 レンタル・リース

7101 車両

6414693400

（市内）

（有）松本モータース

高松市牟礼町牟礼２２１７－１２

89 提供

8907 損害保険

6415522600

（市内）

（有）マツヤ

高松市亀岡町９－１９

19 包装資材類

1902 業務用コンテナ

1999 その他の包装資材類

6415522600

（市内）

（有）マツヤ

高松市亀岡町９－１９

29 消防・防災用具類

2905 防災･防火用具

2908 安全保護具

6415522600

（市内）

（有）マツヤ

高松市亀岡町９－１９

62 資材

6299 その他の資材

6414728100

（市外）

（株）マニックス 関連事業統括部

神戸市長田区御屋敷通５－１－１６

78 調査・測定

7899 その他の調査・測定

6414728100

（市外）

（株）マニックス 関連事業統括部

神戸市長田区御屋敷通５－１－１６

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

2306 車両部品・用品類

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

5103 車両

1004 図書用品

1099 その他の図書類

7605 処分（産業廃棄物）

2388 車両類の修繕

その他の業務委託・役

6414193600

（準市内） （有）マブチスポーツ 高松店

高松市藤塚町１－１３－１２

07 運動用具類

0701 運動用品

6414193600

（準市内） （有）マブチスポーツ 高松店

高松市藤塚町１－１３－１２

15 衣料品･靴・鞄類

1599 類

12 衛生薬品材料類

1203 殺虫剤等防疫材

1299 類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

2902 消防ポンプ

2903 避難･救助器具

2904 消火器(剤)

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2888 厨房機器類の修繕

2899 その他の厨房機器類

6414123000

（市内）

（株）真屋商店 高松事業所

高松市檀紙町１４８－４

6414123000

（市内）

（株）真屋商店 高松事業所

高松市檀紙町１４８－４

0702 運動器具

0799 その他の運動用具類

その他の衣料品･靴・鞄
その他の衛生薬品材料

13 工業薬品類
6414123000

（市内）

（株）真屋商店 高松事業所

高松市檀紙町１４８－４

1399 その他の工業薬品類

6414694800

（市内）

マルイ観光バス（株）

高松市香南町池内８４７－１

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414694800

（市内）

マルイ観光バス（株）

高松市香南町池内８４７－１

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414694800

（市内）

マルイ観光バス（株）

高松市香南町池内８４７－１

89 提供

8905 人材派遣

6414075300

（市外）

（株）丸井工務店

丸亀市田村町１７１１

23 車両類

2304 装）

6414075300

（市外）

（株）丸井工務店

丸亀市田村町１７１１

その他の業務委託・役務の

特種用途車両（ぎ装・架

2901 消防用ホース
29 消防・防災用具類
消防・防災用具類の修

（市外）

（株）丸井工務店

丸亀市田村町１７１１

6414075300

（市外）

（株）丸井工務店

丸亀市田村町１７１１

75 建築設備保守点検

7511 消防設備の保守点検

6414690800

（市内）

丸喜運輸機工（株）

高松市国分寺町福家甲１８８４ー１

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414690800

（市内）

丸喜運輸機工（株）

高松市国分寺町福家甲１８８４ー１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414297200

（市外）

（株）丸阪

大阪市平野区平野東４－２－４５

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

高松市鶴市町９８３－１

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2802 食器消毒保管機

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

2805 牛乳保冷庫
0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414112900

（準市内） （株）マルゼン 高松営業所

2988 繕

その他の消防・防災用

6414075300

2999 具類

6414068000

（市外）

丸善雄松堂（株） 岡山支店

岡山市北区表町一丁目３－５０

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

6414068000

（市外）

丸善雄松堂（株） 岡山支店

岡山市北区表町一丁目３－５０

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1004 図書用品

1099 その他の図書類

6414068000

（市外）

丸善雄松堂（株） 岡山支店

岡山市北区表町一丁目３－５０

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414068000

（市外）

丸善雄松堂（株） 岡山支店

岡山市北区表町一丁目３－５０

89 提供

8999 務の提供

6414187200

（市内）

丸高工業（株）

高松市上福岡町１２８４

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役
その他の建築設備の保

7599 守点検
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6414707400

（市内）

（株）丸八エコビジネス

高松市朝日町５－５－６３

17 家庭用品類

1705 ﾊﾟｰ

6414707400

（市内）

（株）丸八エコビジネス

高松市朝日町５－５－６３

19 包装資材類

1903 ダンボール箱

6414707400

（市内）

（株）丸八エコビジネス

高松市朝日町５－５－６３

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物）

6414707400

（市内）

（株）丸八エコビジネス

高松市朝日町５－５－６３

89 提供

8999 務の提供

6414084900

（市内）

丸八商工（株）

高松市朝日町５丁目５－６３

51 買受

5101 金属屑

6414084900

（市内）

丸八商工（株）

高松市朝日町５丁目５－６３

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414084900

（市内）

丸八商工（株）

高松市朝日町５丁目５－６３

89 提供

8999 務の提供

6420737600

（市外）

丸福工業（株）

丸亀市飯山町東坂元３１５０－９

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

高松市古新町３－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

2704 材料試験機

2705 光学機械器具

2707 気象計器類

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

7606 棄物）

7405 除草・草刈

7407 有害鳥獣・害虫駆除

6420433600

商号又は名称

（準市内） 丸文ウエスト（株） 四国営業所

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目６

その他の業務委託・役

5102 紙・繊維
7605 処分（産業廃棄物）

その他の業務委託・役
収集運搬（特別管理産

（市外）

丸茂電機（株） 大阪営業所

大阪市北区西天満４－１１－２３

22 視聴覚機器類

2299 その他の視聴覚機器類

6414053000

（市内）

（株）萬成社

高松市百間町５－２

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414679000

（市内）

マンタニ印刷（有）

高松市香西北町７３－１

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414679000

（市内）

マンタニ印刷（有）

高松市香西北町７３－１

43 印刷(その他)

4301 ル

6414246000

（市外）

三浦工業（株） 環境事業本部 三浦環境科学研究
松山市北条辻８６４－１
所 環境営業部

73 建物管理

7303 飲料水の水質検査

6414246000

（市外）

三浦工業（株） 環境事業本部 三浦環境科学研究
松山市北条辻８６４－１
所 環境営業部

78 調査・測定

7802 環境測定

6420879600

（市外）

三重中央開発（株）

伊賀市予野字鉢屋４７１３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6420879600

（市外）

三重中央開発（株）

伊賀市予野字鉢屋４７１３

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414085000

（市内）

三木鋼業（株）

高松市朝日町４丁目１１－５９

51 買受

5101 金属屑

6414085000

（市内）

三木鋼業（株）

高松市朝日町４丁目１１－５９

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414468000

（市外）

三木資源（株）

徳島市昭和町八丁目２７

51 買受

5101 金属屑

6414093600

（市外）

（株）三木山田清掃

木田郡三木町大字池戸２９６０

71 レンタル・リース

7102 建材・資材

6414093600

（市外）

（株）三木山田清掃

木田郡三木町大字池戸２９６０

74 施設管理（建物管理を除く。） 7405 除草・草刈

6414093600

（市外）

（株）三木山田清掃

木田郡三木町大字池戸２９６０

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414093600

（市外）

（株）三木山田清掃

木田郡三木町大字池戸２９６０

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

6414093600

（市外）

（株）三木山田清掃

木田郡三木町大字池戸２９６０

89 提供

8999 務の提供

6414127000

（市内）

ミクロ電子（株）

高松市木太町４５８－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414127000

（市内）

ミクロ電子（株）

高松市木太町４５８－１

22 視聴覚機器類

2205 液晶ビジョン

6420815600

（市外）

ミズノスポーツサービス（株）

大阪市住之江区南港北１－１２－３５

89 提供

8999 務の提供

6414169200

（市外）

みずほ情報総研（株）

千代田区神田錦町二丁目３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414202500

（市外）

みずほ総合研究所（株）

千代田区内幸町１－２－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414677700

（市内）

（有）水本金属

高松市屋島西町１９６６－１

51 買受

5101 金属屑

6417235600

（市内）

（株）水本工務店

高松市鹿角町２５９－４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6417235600

（市内）

（株）水本工務店

高松市鹿角町２５９－４

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414272800

（市内）

（有）溝渕造園

高松市多肥上町１１１５－２

14 農業･園芸用品類

1402 肥料

6414272800

（市内）

（有）溝渕造園

高松市多肥上町１１１５－２

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6415007700

（市外）

三谷コンピュータ（株）

坂井市丸岡町熊堂第３－７－１－１３

02 事務用機器類

その他の業務委託・役務の

営業種目５

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

6414143100

その他の業務委託・役務の

営業種目４

ステッカー・シール・ラベ

処分（特別管理産業廃

処分（特別管理産業廃

5103 車両

7502 浄化槽清掃

7605 処分（産業廃棄物）

7503 浄化槽保守点検

その他の業務委託・役

2206 監視カメラ

2299 その他の視聴覚機器類

その他の業務委託・役

0204 コンピュータ機器類

7903 システムの保守・管理

5103 車両
7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

その他の農業･園芸用

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6415007700

（市外）

三谷コンピュータ（株）

坂井市丸岡町熊堂第３－７－１－１３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6415007700

（市外）

三谷コンピュータ（株）

坂井市丸岡町熊堂第３－７－１－１３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

6414047500

（準市内） （株）三井 高松支店

高松市香南町吉光２１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

6414047500

（準市内） （株）三井 高松支店

高松市香南町吉光２１

05 紙類

0501 封筒

0502 複写機用紙

0503 印刷用紙

0504 包装用紙

0505 和紙･板紙

0506 特殊紙

0599 その他の紙類

6414387700

（準市内）

三井情報（株） 西日本営業本部 西日本第二営業
高松市中新町１１－１
部 中四国営業室

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

6414387700

（準市内）

三井情報（株） 西日本営業本部 西日本第二営業
高松市中新町１１－１
部 中四国営業室

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414098700

（市外）

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）

港区芝浦一丁目２－３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

7109 電気通信機器

7199 ス

6414096600

（市外）

三井住友ファイナンス＆リース（株）

千代田区丸の内１丁目３－２

71 レンタル・リース

7199 ス

6414712800

（市外）

三井造船システム技研（株） ビジネス事業本部営
岡山市北区幸町８－２９
業統括部ビジネスソリューション第二営業グループ

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414712800

（市外）

三井造船システム技研（株） ビジネス事業本部営
岡山市北区幸町８－２９
業統括部ビジネスソリューション第二営業グループ

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6420455600

（市外）

（株）ミックス

札幌市手稲区星置南４－４３－８

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

6420455600

（市外）

（株）ミックス

札幌市手稲区星置南４－４３－８

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1203 殺虫剤等防疫材

6420455600

（市外）

（株）ミックス

札幌市手稲区星置南４－４３－８

89 提供

8999 務の提供

6414684900

（市内）

（株）ミッタシステム

高松市丸亀町１０－３

21 電気機器類

2103 照明器具

6414684900

（市内）

（株）ミッタシステム

高松市丸亀町１０－３

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414684900

（市内）

（株）ミッタシステム

高松市丸亀町１０－３

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414753800

（市外）

（株）光成衡機

福山市箕沖町４５－２

26 計量器具類

2688 計量器具類の修繕

2699 その他の計量器具類

6414753800

（市外）

（株）光成衡機

福山市箕沖町４５－２

61 製造の請負

6106 計量器

6414753800

（市外）

（株）光成衡機

福山市箕沖町４５－２

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414729400

（市内）

ミツバエンジニアリング（有）

高松市国分寺町新居１３０４ー１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2488 産業用機械類の修繕

6414729400

（市内）

ミツバエンジニアリング（有）

高松市国分寺町新居１３０４ー１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7599 守点検

6414729400

（市内）

ミツバエンジニアリング（有）

高松市国分寺町新居１３０４ー１

89 提供

8999 務の提供

6414137400

（市外）

三菱重工機械システム（株） 横浜事業所

横浜市中区桜木町一丁目１－８

75 建築設備保守点検

7599 守点検

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他のレンタル・リー

診療･手術･臨床用機械

その他の業務委託・役

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役
その他の建築設備の保

6414182300

（準市内） 三菱重工冷熱（株） 高松営業所

高松市松縄町１１１７－８

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

6414182300

（準市内） 三菱重工冷熱（株） 高松営業所

高松市松縄町１１１７－８

75 建築設備保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6414143400

（準市内） 三菱電機（株） 四国支社

高松市寿町１－１－８

22 視聴覚機器類

2202 放送用機器

2206 監視カメラ

2288 視聴覚機器類の修繕

6414143400

（準市内） 三菱電機（株） 四国支社

高松市寿町１－１－８

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

2499 その他の産業用機械類

6414143400

（準市内） 三菱電機（株） 四国支社

高松市寿町１－１－８

61 製造の請負

6113 電気器具

6115 通信機器

6414143400

（準市内） 三菱電機（株） 四国支社

高松市寿町１－１－８

75 建築設備保守点検

7510 検

7512 点検

6414143400

（準市内） 三菱電機（株） 四国支社

高松市寿町１－１－８

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

監視制御装置の保守点

その他の建築設備の保

通信・放送設備の保守

6414721300

（市外）

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）関西支
社

大阪市北区中之島６－２－４０

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414721300

（市外）

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）関西支
社

大阪市北区中之島６－２－４０

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414721300

（市外）

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）関西支
社

大阪市北区中之島６－２－４０

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414099000

（準市内） 三菱電機クレジット（株） 四国支店

高松市寿町１－３－２

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

6414538800

（準市内） 三菱電機システムサービス（株） 四国支店

高松市花園町１－９－３８

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2105 電話機・ファクシミリ

6414538800

（準市内） 三菱電機システムサービス（株） 四国支店

高松市花園町１－９－３８

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7109 電気通信機器

その他のレンタル・リー

7199 ス

その他のレンタル・リー

営業種目８

0299 その他の事務用機器類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

6414187800

（準市内） 三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社

高松市番町１－６－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6414187800

（準市内） 三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社

高松市番町１－６－１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2499 その他の産業用機械類

6414187800

（準市内） 三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社

高松市番町１－６－１

75 建築設備保守点検

7506 検

7508 空調設備の保守点検

6414143500

（準市内）

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本
部 四国支社

高松市古新町３－１

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

6414143500

（準市内）

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本
部 四国支社

高松市古新町３－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

6414143500

（準市内）

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本
部 四国支社

高松市古新町３－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

6414143500

（準市内）

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本
部 四国支社

高松市古新町３－１

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

6414143500

（準市内）

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本
部 四国支社

高松市古新町３－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414147600

（市外）

三菱プレシジョン（株） 関西支社

大阪市中央区瓦町３－１－１５

21 電気機器類

2199 その他の電気機器類

6414147600

（市外）

三菱プレシジョン（株） 関西支社

大阪市中央区瓦町３－１－１５

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414147600

（市外）

三菱プレシジョン（株） 関西支社

大阪市中央区瓦町３－１－１５

77 警備・受付

7704 駐車場管理

6414147600

（市外）

三菱プレシジョン（株） 関西支社

大阪市中央区瓦町３－１－１５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414211000

（市外）

三菱マテリアル（株） 直島製錬所

香川郡直島町４０４９－１

76 廃棄物処理

7604 処分（一般廃棄物）

高松市亀井町５－１

71 レンタル・リース

7101 車両

6414096800

（準市内） 三菱ＵＦＪリース（株） 四国支店

エレベーターの保守点

営業種目３

営業種目４

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

営業種目５

営業種目６

2788 理化学機器類の修繕

監視制御装置の保守点

その他の機器等の保守

8399 点検

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7108 建設機械

7109 電気通信機器

1501 制服

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

1505 手袋

1506 雨衣

1509 運動靴

1510 安全靴

1599 類

2905 防災･防火用具

2906 消防用被服

2907 備蓄用食料品

2908 安全保護具

2999 具類

（市外）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪

大阪市北区梅田二丁目５－２５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414711900

（市外）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 大阪

大阪市北区梅田二丁目５－２５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414152600

（市内）

ミドリ安全高松（株）

高松市福岡町２－２４－３１

1507 ｺﾞﾑ長靴

15 衣料品･靴・鞄類
その他の衣料品･靴・鞄

6414152600

（市内）

ミドリ安全高松（株）

高松市福岡町２－２４－３１

6414152600

（市内）

ミドリ安全高松（株）

高松市福岡町２－２４－３１

29 消防・防災用具類

2903 避難･救助器具

6414417600

（市内）

緑造園興業（株）

高松市林町１０７３－３

09 保育用具類

0903 園庭遊具

6414417600

（市内）

緑造園興業（株）

高松市林町１０７３－３

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

6414417600

（市内）

緑造園興業（株）

高松市林町１０７３－３

62 資材

6203 花崗土

6204 砕石

6205 砂

6206 レンガ

6207 木材

6414417600

（市内）

緑造園興業（株）

高松市林町１０７３－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

6420715600

（市外）

（株）ミナケア

中央区日本橋本町二丁目３－１１

82 医療

8299 その他の医療

6414066100

（市内）

湊商事（株）

高松市城東町１－２－２２

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

6414093700

（市内）

（株）ミネック

高松市峰山町１８３７

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7503 浄化槽保守点検

7599 守点検

6414093700

（市内）

（株）ミネック

高松市峰山町１８３７

89 提供

6414652300

（市内）

三原造園

高松市香川町浅野３２４４

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

1502 作業服

1503 白衣

1504 帽子

1505 手袋

1506 雨衣

1599 類

7202 医療関連衣類・寝具

7299 その他のクリーニング

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

その他の業務委託・役務の

高松市松並町９５４

15 衣料品･靴・鞄類

1501 制服

6414703000

（準市内） 都ユニリース（株） 高松支店

高松市松並町９５４

71 レンタル・リース

7199 ス

6414703000

（準市内） 都ユニリース（株） 高松支店

高松市松並町９５４

72 クリーニング

7201 一般衣類・寝具

仲多度郡多度津町堀江５－７

51 買受

5101 金属屑

（市外）

（株）宮地サルベージ

診療･手術･臨床用機械

（準市内） 宮野医療器（株）高松営業所

高松市木太町５０９９－５

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6414437600

（準市内） 宮野医療器（株）高松営業所

高松市木太町５０９９－５

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

6414437600

（準市内） 宮野医療器（株）高松営業所

高松市木太町５０９９－５

89 提供

8999 務の提供

高松市朝日新町１６－１９

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414053100

（市内）

（株）ミヤプロ

その他のガソリン･軽油・

その他の建築設備の保

その他のレンタル・リー

6414437600

その他の業務委託・役務の

7407 有害鳥獣・害虫駆除

その他の業務委託・役

（準市内） 都ユニリース（株） 高松支店

6417567600

その他の消防・防災用

8999 務の提供

6414703000

その他の業務委託・役

営業種目８

その他の建築設備の保

7103 情報機器

6414711900

営業種目７

その他の衣料品･靴・鞄

1508 革靴

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414053100

（市内）

（株）ミヤプロ

高松市朝日新町１６－１９

43 印刷(その他)

4301 ル

4303 製本

4305 封筒印刷

6414053100

（市内）

（株）ミヤプロ

高松市朝日新町１６－１９

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8006 デザイン

6414298800

（市外）

宮部鉄工（株）

彦根市東沼波町１１３１

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414711000

（市外）

（株）宮本工業所

富山市奥田新町１２ー３

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414711000

（市外）

（株）宮本工業所

富山市奥田新町１２ー３

89 提供

8999 務の提供

6414070800

（市内）

（有）みやもとテント

高松市屋島西町２３６６－４６

31 看板・テント・旗類

3104 たれ幕

3105 テント

3199 旗類

6414127200

（市内）

（有）宮本理化教材

高松市北浜町１１－３

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

6414127200

（市内）

（有）宮本理化教材

高松市北浜町１１－３

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2705 光学機械器具

2707 気象計器類

2788 理化学機器類の修繕

6414068200

（市内）

（株）宮脇書店

高松市丸亀町４－８

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

1003 地図

1004 図書用品

1099 その他の図書類

6414068200

（市内）

（株）宮脇書店

高松市丸亀町４－８

22 視聴覚機器類

2204 視聴覚ソフト

6414068200

（市内）

（株）宮脇書店

高松市丸亀町４－８

89 提供

6414486500

（市内）

（有）宮脇造園

高松市太田上町１１６９

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

6414093800

（市内）

（株）三好エレベータ

高松市中央町１５－２

75 建築設備保守点検

7506 検

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１
ステッカー・シール・ラベ

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

4399 その他の印刷(その他)

その他の業務委託・役
その他の看板・テント・

0899 その他の学校教材類

その他の業務委託・役

8999 務の提供

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

エレベーターの保守点

6414458200

（準市内） （株）ムサシ 高松営業所

高松市松縄町１０３０－６

02 事務用機器類

0202 印刷機器類

6414458200

（準市内） （株）ムサシ 高松営業所

高松市松縄町１０３０－６

39 その他の物品

3901 選挙用品

6414458200

（準市内） （株）ムサシ 高松営業所

高松市松縄町１０３０－６

79 情報・通信

7905 データ処理

6414458200

（準市内） （株）ムサシ 高松営業所

高松市松縄町１０３０－６

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6415009700

（市内）

（特非） むつみ会

高松市常磐町二丁目１０－３３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414059600

（市内）

（株）ムトウ四国

高松市香川町浅野３３２

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

6414059600

（市内）

（株）ムトウ四国

高松市香川町浅野３３２

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

1202 衛生材料

1203 殺虫剤等防疫材

6414059600

（市内）

（株）ムトウ四国

高松市香川町浅野３３２

89 提供

8999 務の提供

6420849600

（市内）

（株）村井自動車

高松市西山崎町４５８－５

23 車両類

2388 車両類の修繕

6420849600

（市内）

（株）村井自動車

高松市西山崎町４５８－５

25 工具・塗装等用品類

2504 塗装用品

6414692900

（市内）

（有）村井百貨センター

高松市庵治町９０９－第２第３

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

6414692900

（市内）

（有）村井百貨センター

高松市庵治町９０９－第２第３

04 印章類

0401 回転印

6414267500

（市内）

（有）むらかみ教材

高松市太田下町１３８６－２

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

6414267500

（市内）

（有）むらかみ教材

高松市太田下町１３８６－２

08 学校教材類

0801 教育教材

0802 理科教材

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

6414652200

（市外）

（株）ムラヤマ 大阪支店

大阪市西区土佐堀一丁目４番１１号

03 オフィス等家具類

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414652200

（市外）

（株）ムラヤマ 大阪支店

大阪市西区土佐堀一丁目４番１１号

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

3105 テント

3106 旗

6414652200

（市外）

（株）ムラヤマ 大阪支店

大阪市西区土佐堀一丁目４番１１号

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

6414292300

（市外）

村精鋳工（株）

川口市大字里２９２

61 製造の請負

6101 水道用資材

6102 鋳鉄管

6108 鉄蓋

6414053200

（市内）

（株）ムレコミュニケーションズ

高松市朝日町５－３－８５

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414053200

（市内）

（株）ムレコミュニケーションズ

高松市朝日町５－３－８５

80 企画・制作

8006 デザイン

その他の業務委託・役務の

診療･手術･臨床用機械

その他の業務委託・役

6414441500

（準市内） 名鉄観光サービス（株） 高松支店

高松市寿町１－４－３

80 企画・制作

8008 旅行企画

6418149600

（準市内） （株）明電エンジニアリング 四国営業所

高松市観光通二丁目２－１５

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6418149600

（準市内） （株）明電エンジニアリング 四国営業所

高松市観光通二丁目２－１５

27 理化学機器類

2701 電気計測器

3107 のぼり

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6418149600

（準市内） （株）明電エンジニアリング 四国営業所

高松市観光通二丁目２－１５

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6418149600

（準市内） （株）明電エンジニアリング 四国営業所

高松市観光通二丁目２－１５

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6418149600

（準市内） （株）明電エンジニアリング 四国営業所

高松市観光通二丁目２－１５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414143700

（準市内） （株）明電舎 四国支店

高松市古新町２－３

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414143700

（準市内） （株）明電舎 四国支店

高松市古新町２－３

27 理化学機器類

2701 電気計測器

6414143700

（準市内） （株）明電舎 四国支店

高松市古新町２－３

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

6414143700

（準市内） （株）明電舎 四国支店

高松市古新町２－３

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目３

監視制御装置の保守点

監視制御装置の保守点

7510 検

その他の業務委託・役

（市外）

（株）名豊

名古屋市中区松原二丁目２－３３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421005600

（市外）

（株）名豊

名古屋市中区松原二丁目２－３３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6421005600

（市外）

（株）名豊

名古屋市中区松原二丁目２－３３

80 企画・制作

8004 イベント

8006 デザイン

6421005600

（市外）

（株）名豊

名古屋市中区松原二丁目２－３３

89 提供

8999 務の提供

6421187100

（市外）

明豊ファシリティワークス（株）

千代田区平河町二丁目７－９

78 調査・測定

7801 調査・研究

6420113600

（市内）

（株）メカトロ技研

高松市三名町３４２－４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6420113600

（市内）

（株）メカトロ技研

高松市三名町３４２－４

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

2707 気象計器類

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

その他の業務委託・役

2799 その他の理化学機器類

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

2488 産業用機械類の修繕

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

27 理化学機器類

2701 電気計測器

2703 環境測定機器

2706 工業計器

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7510 検

7512 点検

7599 守点検

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

6414346600

（準市内） メタウォーター（株） 四国営業部

高松市兵庫町８－１

89 提供

8909 納

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

その他の業務委託・役務の

営業種目５

7510 検

6421005600

その他の業務委託・役務の

営業種目４

監視制御装置の保守点

通信・放送設備の保守

2788 理化学機器類の修繕

2799 その他の理化学機器類

その他の建築設備の保

水道メータ検針・料金収

6414787600

（市外）

メタウォーターサービス（株） 事業推進本部西日本
大阪市北区小松原２－４
営業部

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414787600

（市外）

メタウォーターサービス（株） 事業推進本部西日本
大阪市北区小松原２－４
営業部

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414787600

（市外）

メタウォーターサービス（株） 事業推進本部西日本
大阪市北区小松原２－４
営業部

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414787600

（市外）

メタウォーターサービス（株） 事業推進本部西日本
大阪市北区小松原２－４
営業部

74 施設管理（建物管理を除く。） 7499 その他の施設管理

6414787600

（市外）

メタウォーターサービス（株） 事業推進本部西日本
大阪市北区小松原２－４
営業部

83 機器等保守点検

8399 点検

6417867600

（市内）

（株）メディア・ハウス

高松市新北町１１－２３

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6417867600

（市内）

（株）メディア・ハウス

高松市新北町１１－２３

43 印刷(その他)

4301 ル

6417867600

（市内）

（株）メディア・ハウス

高松市新北町１１－２３

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6417867600

（市内）

（株）メディア・ハウス

高松市新北町１１－２３

80 企画・制作

8001 広告・広報

6415053600

（市外）

メディアシステム（株） 福岡営業所

福岡市中央区清川２－２－２３－７０６

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414318100

（市内）

（株）メディアミックス研究所

高松市古新町７－６

79 情報・通信

7906 計算業務

6414318100

（市内）

（株）メディアミックス研究所

高松市古新町７－６

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8006 デザイン

6417333600

（市外）

（株）メディウムジャパン

名古屋市中区新栄１－４－１４

03 オフィス等家具類

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6417333600

（市外）

（株）メディウムジャパン

名古屋市中区新栄１－４－１４

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

6417333600

（市外）

（株）メディウムジャパン

名古屋市中区新栄１－４－１４

71 レンタル・リース

7199 ス

6417333600

（市外）

（株）メディウムジャパン

名古屋市中区新栄１－４－１４

78 調査・測定

7801 調査・研究

その他の機器等の保守

ステッカー・シール・ラベ

その他のレンタル・リー

4305 封筒印刷

8007 写真撮影・製図

営業種目６

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6417333600

（市外）

（株）メディウムジャパン

名古屋市中区新栄１－４－１４

89 提供

8999 務の提供

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

11 医療機器類

1101 器具

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

80 企画・制作

8004 イベント

6419907600

（市内）

メディオンリンク（株）

高松市木太町５１０９－３

82 医療

8204 医療機器の保守点検

6414110400

（市内）

（株）メディカルサービス

高松市国分寺町新名５９－３

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

6414110400

（市内）

（株）メディカルサービス

高松市国分寺町新名５９－３

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

1299 類

6414538100

（市外）

（株）メディブレーン

大阪市中央区徳井町２－４－１４

79 情報・通信

7905 データ処理

6414538100

（市外）

（株）メディブレーン

大阪市中央区徳井町２－４－１４

82 医療

8201 医療事務

6414726000

（市外）

（株）メフォス

港区赤坂二丁目２３－１

89 提供

8910 給食

6421171700

（市内）

メロディ・インターナショナル（株）

高松市林町２２１７－４４

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

6421171700

（市内）

メロディ・インターナショナル（株）

高松市林町２２１７－４４

80 企画・制作

8001 広告・広報

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8005 各種講習

8006 デザイン

8099 その他の企画・制作

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

1302 消石灰

1303 活性炭

1304 高分子凝集剤

1305 清缶剤･洗浄剤

1306 脱臭剤･脱硫剤

1307 消臭剤･消泡剤

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7499 その他の施設管理

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

診療･手術･臨床用機械

診療･手術･臨床用機械

（準市内） （株）モダン・プロ 高松店

高松市木太町５０３９－３

17 家庭用品類

1704 ポリ袋･ラップ類

6416652200

（準市内） （株）モダン・プロ 高松店

高松市木太町５０３９－３

19 包装資材類

1999 その他の包装資材類

高松市御厩町１２９４－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

高松市新田町甲２３５８－９

23 車両類

2303 特種用途車両

6414685100

（市内）

（株）森造園

（準市内） （株）モリタエコノス 四国支店

6414720500

（市外）

（株）モリタテクノス 西日本営業部

三田市テクノパーク３２

23 車両類

2303 特種用途車両

6414720500

（市外）

（株）モリタテクノス 西日本営業部

三田市テクノパーク３２

29 消防・防災用具類

2902 消防ポンプ

6414720500

（市外）

（株）モリタテクノス 西日本営業部

三田市テクノパーク３２

89 提供

8999 務の提供

6414292200

（市外）

（株）森田鉄工所 広島営業所

広島市東区光町２－９－２４

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414292200

（市外）

（株）森田鉄工所 広島営業所

広島市東区光町２－９－２４

83 機器等保守点検

8399 点検

6418309600

（市外）

（株）森づくり

さぬき市前山２７９

その他の業務委託・役務の

営業種目３

営業種目４

営業種目５

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

1103 介護用機械器具

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

その他の衛生薬品材料

8299 その他の医療

特種用途車両（ぎ装・架

2304 装）

その他の機器等の保守

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

（市外）

（株）森づくり

さぬき市前山２７９

1399 その他の工業薬品類

6418309600

（市外）

（株）森づくり

さぬき市前山２７９

76 廃棄物処理

7605 処分（産業廃棄物）

6414188200

（市外）

森平舞台機構（株）

台東区花川戸２－１１－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414708900

（市内）

屋島観光バス（株）

高松市春日町１６９０－２

80 企画・制作

8008 旅行企画

6414708900

（市内）

屋島観光バス（株）

高松市春日町１６９０－２

81 運搬・保管

8102 旅客運送

6414094100

（市内）

（有）屋島クリーンサービス

高松市木太町１３３３－１７

73 建物管理

7301 建物清掃

高松市勅使町１３２－１

62 資材

6299 その他の資材

6414700700

（市内）

矢田造園

高松市塩江町上西乙４２４－８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

6414071000

（市外）

（株）矢野製作所

三豊市財田町財田上４４５１

07 運動用具類

0702 運動器具

0788 運動用具類の修繕

6414071000

（市外）

（株）矢野製作所

三豊市財田町財田上４４５１

09 保育用具類

0902 運動遊具

0903 園庭遊具

6414071000

（市外）

（株）矢野製作所

三豊市財田町財田上４４５１

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

8302 遊具保守点検

6414071000

（市外）

（株）矢野製作所

三豊市財田町財田上４４５１

89 提供

その他の業務委託・役務の

営業種目８

その他の業務委託・役

6418309600

（準市内） 安田（株） 高松営業所

営業種目７

7903 システムの保守・管理

13 工業薬品類

6414206900

営業種目６

その他の業務委託・役

6416652200

6414651100

営業種目２

その他の業務委託・役

8999 務の提供

0988 保育用具類の修繕

1308 キレート剤

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414301300

（市外）

山岡鉄管（株）

呉市阿賀北６丁目４－１４

61 製造の請負

6102 鋳鉄管

6418063600

（市内）

（有）山口工作所

高松市松福町２－３－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

商号又は名称

業種名

契約先所在地

営業種目１

6419873600

（準市内） （株）ヤマシタコーポレーション 高松営業所

高松市木太町２１８０

11 医療機器類

1103 介護用機械器具

6419873600

（準市内） （株）ヤマシタコーポレーション 高松営業所

高松市木太町２１８０

71 レンタル・リース

7105 医療・介護機器
7504 電気保安管理

営業種目２

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

高松市御厩町１６２８－５

75 建築設備保守点検

6415007600

（市内）

山下林業

高松市国分寺町新居１９５－３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6415007600

（市内）

山下林業

高松市国分寺町新居１９５－３

89 提供

6414188700

（市内）

（株）山地宝松園

高松市鬼無町鬼無９４３

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

高松市小村町５１２－３

51 買受

5102 紙・繊維

5101 金属屑

（株）山白八松園

高松市鬼無町山口４０９

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6414188900

（市内）

（株）山白八松園

高松市鬼無町山口４０９

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414671500

（市内）

（有）山田新光堂

高松市宮脇町１丁目２－２８

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

6414671500

（市内）

（有）山田新光堂

高松市宮脇町１丁目２－２８

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414046000

（準市内） （株）ヤマダ電機 高松営業所

高松市春日町２１８－１

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0299 その他の事務用機器類

6414046000

（準市内） （株）ヤマダ電機 高松営業所

高松市春日町２１８－１

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

2103 照明器具

2104 時計

6414046100

（準市内） 山田電建（株） 高松支店

高松市東ハゼ町４－５

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0204 コンピュータ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

6414046100

（準市内） 山田電建（株） 高松支店

高松市東ハゼ町４－５

11 医療機器類

1102 検査用機械器具

1199 その他の医療機器類

6414046100

（準市内） 山田電建（株） 高松支店

高松市東ハゼ町４－５

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7105 医療・介護機器

6414046100

（準市内） 山田電建（株） 高松支店

高松市東ハゼ町４－５

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414046100

（準市内） 山田電建（株） 高松支店

高松市東ハゼ町４－５

83 機器等保守点検

8301 機器の保守点検

高松市塩江町安原下第２号１７３８－１

23 車両類

2301 一般車両

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

2399 その他の車両類

山田モータース

7406 森林整備

7407 有害鳥獣・害虫駆除

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

2105 電話機・ファクシミリ

2106 無線機

2188 電気機器類の修繕

0106 収録用品

0107 デザイン･包装用品

6416853600

（準市内） （有）やまちゅう宮本商店 高松営業所

高松市多肥下町１５３７－６

01 文具類

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

6416853600

（準市内） （有）やまちゅう宮本商店 高松営業所

高松市多肥下町１５３７－６

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0305 応接調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6114 機械器具

6119 薬品

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414687000

（市外）

ヤマト運輸（株） 香川主管支店

綾歌郡宇多津町吉田４００１

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6414078400

（市内）

大和機工

高松市国分寺町国分２９７４－７３

27 理化学機器類

2703 環境測定機器

6414078400

（市内）

大和機工

高松市国分寺町国分２９７４－７３

61 製造の請負

6101 水道用資材

6414078400

（市内）

大和機工

高松市国分寺町国分２９７４－７３

89 提供

8999 務の提供

6414189200

（市外）

（株）大和速記情報センター 関西営業所

大阪市中央区道修町１－７－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414189200

（市外）

（株）大和速記情報センター 関西営業所

大阪市中央区道修町１－７－１

89 提供

8903 速記

6414069400

（準市内）

（株）ヤマノホールディングス スポーツマンクラブ外
高松市今里町２－２
商部

07 運動用具類

0701 運動用品

0702 運動器具

0703 武道具

0788 運動用具類の修繕

0799 その他の運動用具類

6414069400

（準市内）

（株）ヤマノホールディングス スポーツマンクラブ外
高松市今里町２－２
商部

15 衣料品･靴・鞄類

1502 作業服

1504 帽子

1509 運動靴

1511 バッグ

1599 類

6414710800

（市外）

ヤマハサウンドシステム（株） 大阪営業所

大阪市淀川区西中島４丁目７－１８

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414710800

（市外）

ヤマハサウンドシステム（株） 大阪営業所

大阪市淀川区西中島４丁目７－１８

75 建築設備保守点検

7513 舞台装置の保守点検

6416611700

（市内）

（有）山花庭水園

高松市鬼無町鬼無８０７－１

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

1404 苗木

1405 種子

1499 品類

6416611700

（市内）

（有）山花庭水園

高松市鬼無町鬼無８０７－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

7404 植栽管理（その他）

7405 除草・草刈

7406 森林整備

6416611700

（市内）

（有）山花庭水園

高松市鬼無町鬼無８０７－１

76 廃棄物処理

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目８

7499 その他の施設管理

その他の業務委託・役

（市内）

（市内）

営業種目７

8999 務の提供

6414188900

6414688200

営業種目６

その他のレンタル・リー

7402 植栽管理（剪定）

山下電気保安事務所

（準市内） 山城商事（株）

営業種目５

7199 ス

（市内）

6414707500

営業種目４

7106 衛生介護用品

6414704300

その他の業務委託・役務の

営業種目３

2199 その他の電気機器類

その他の業務委託・役

7602 収集運搬（産業廃棄物）

その他の衣料品･靴・鞄

その他の農業･園芸用

7407 有害鳥獣・害虫駆除

7499 その他の施設管理

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414683300

業種名

営業種目１

商号又は名称

契約先所在地

（市外）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所

大阪市中央区安土町３－４－１６

07 運動用具類

0799 その他の運動用具類

6414683300

（市外）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所

大阪市中央区安土町３－４－１６

09 保育用具類

0999 その他の保育用具類

6414683300

（市外）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所

大阪市中央区安土町３－４－１６

73 建物管理

7301 建物清掃

6414683300

（市外）

ヤマハ発動機（株） 西日本営業所

大阪市中央区安土町３－４－１６

89 提供

8999 務の提供

6414459400

（市外）

ヤマハ発動機販売（株）西日本営業所 法人販売課 大阪市淀川区十八条二丁目４－４２

23 車両類

2305 自転車・自動二輪車

6414724800

（市外）

（株）ヤマモト 関西支店

神戸市灘区千旦通２－５－１１

89 提供

8999 務の提供

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目２

営業種目３

営業種目４

高松市飯田町１５－１

14 農業･園芸用品類

1401 農薬

1402 肥料

1403 除草剤

6414655000

（準市内） ヤンマーアグリジャパン（株） 香川中央支店

高松市飯田町１５－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

6414269300

（準市内） ヤンマーエネルギーシステム（株） 高松支店

高松市国分寺町新居５０８－２

24 産業用機械類

2403 発動機･発電機

6414269300

（準市内） ヤンマーエネルギーシステム（株） 高松支店

高松市国分寺町新居５０８－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414269300

（準市内） ヤンマーエネルギーシステム（株） 高松支店

高松市国分寺町新居５０８－２

89 提供

8999 務の提供
7301 建物清掃

7302 空気環境の測定

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

2405 建設用機械器具

その他の業務委託・役

6414094200

（市内）

（有）ユーキ美装工業

高松市福田町９－８

73 建物管理

6414094200

（市内）

（有）ユーキ美装工業

高松市福田町９－８

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

6414094200

（市内）

（有）ユーキ美装工業

高松市福田町９－８

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7508 空調設備の保守点検

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

6414094300

（市内）

（株）ユーケイサービス

高松市屋島西町２２８１－１７

73 建物管理

7301 建物清掃

6421015600

（市外）

優成監査法人 中国・四国事務所

広島市中区八丁堀１４－４

79 情報・通信

7999 その他の情報・通信

6421015600

（市外）

優成監査法人 中国・四国事務所

広島市中区八丁堀１４－４

89 提供

8999 務の提供

6414714900

（市外）

（株）郵宣協会

北九州市小倉北区堺町２丁目１－１

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414714900

（市外）

（株）郵宣協会

北九州市小倉北区堺町２丁目１－１

89 提供

8999 務の提供

6414365900

（市内）

（有）Ｕ－ＰＯＰアサヒ

高松市福岡町２－１１－１１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3103 腕章

3104 たれ幕

3105 テント

6414365900

（市内）

（有）Ｕ－ＰＯＰアサヒ

高松市福岡町２－１１－１１

39 その他の物品

3901 選挙用品

6421195800

（市外）

ユーロフィン日本総研（株）

浜松市南区西島町１６２２

78 調査・測定

7802 環境測定

6414515600

（市内）

（株）ユザワ産業

高松市花ノ宮町３－３－３３

75 建築設備保守点検

7506 検

6414682000

（市内）

（株）湯谷機械製作所

高松市前田西町８６６－１２

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

6414682000

（市内）

（株）湯谷機械製作所

高松市前田西町８６６－１２

75 建築設備保守点検

7599 守点検

6414682000

（市内）

（株）湯谷機械製作所

高松市前田西町８６６－１２

83 機器等保守点検

8399 点検

6414682000

（市内）

（株）湯谷機械製作所

高松市前田西町８６６－１２

89 提供

8999 務の提供

6414189500

（市内）

（株）ユニオン

高松市円座町１０４２－９

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414685500

（市内）

（株）ユニバーサルデザイン・メディア工房

高松市丸亀町１－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414685500

（市内）

（株）ユニバーサルデザイン・メディア工房

高松市丸亀町１－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414685500

（市内）

（株）ユニバーサルデザイン・メディア工房

高松市丸亀町１－１

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8005 各種講習

8006 デザイン

6414071300

（市内）

（有）弓田武道具店

高松市番町二丁目８－２５

07 運動用具類

0703 武道具

0788 運動用具類の修繕

0799 その他の運動用具類

6420349600

（市外）

（株）夢企工

坂出市旭町１－１－２７

80 企画・制作

8001 広告・広報

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

2903 避難･救助器具

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

7899 その他の調査・測定

2499 その他の産業用機械類

その他の建築設備の保
その他の機器等の保守
その他の業務委託・役

高松市木太町１９４３－７

29 消防・防災用具類

2901 消防用ホース

6414428200

（準市内） （株）横井製作所 ホース事業部 営業部高松

高松市木太町１９４３－７

30 仮設資材類

3099 その他の仮設資材類

大阪市北区梅田２－４－９

27 理化学機器類

2701 電気計測器

横河ソリューションサービス（株） 関西支社

3106 旗

エレベーターの保守点

（準市内） （株）横井製作所 ホース事業部 営業部高松

（市外）

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

6414428200

6417721600

営業種目７

その他の業務委託・役

（準市内） ヤンマーアグリジャパン（株） 香川中央支店

その他の業務委託・役務の

営業種目６

その他の業務委託・役

6414655000

その他の業務委託・役務の

営業種目５

2706 工業計器

8005 各種講習

8006 デザイン

3107 のぼり

その他の看板・テント・

3199 旗類

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414152900

（市外）

商号又は名称
（有）ヨコガワヒフク

業種名

契約先所在地

営業種目１
1501 制服

善通寺市中村町１０９－３

営業種目２
1502 作業服

営業種目３
1503 白衣

営業種目４
1504 帽子

営業種目５
1505 手袋

営業種目６

営業種目７

1506 雨衣

1507 ｺﾞﾑ長靴

8007 写真撮影・製図

8099 その他の企画・制作

15 衣料品･靴・鞄類
その他の衣料品･靴・鞄

6414152900

（市外）

（有）ヨコガワヒフク

善通寺市中村町１０９－３

6414192100

（市内）

（株）横手ゴム商会

高松市木太町１９３３－１

24 産業用機械類

2401 ポンプ

2403 発動機･発電機

6414192100

（市内）

（株）横手ゴム商会

高松市木太町１９３３－１

25 工具・塗装等用品類

2502 電動工具

2599 用品類

6414711800

（市外）

横浜特殊船舶（株）

横浜市中区長者町四丁目９－８

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414711800

（市外）

横浜特殊船舶（株）

横浜市中区長者町四丁目９－８

83 機器等保守点検

8399 点検

6414058000

（市内）

（有）横山宝元堂

高松市天神前５－３２

20 トロフィー･徽章類

2001 トロフィー･カップ･楯

2002 徽章

2099 類

6414058000

（市内）

（有）横山宝元堂

高松市天神前５－３２

31 看板・テント・旗類

3103 腕章

3104 たれ幕

3106 旗

3107 のぼり

6414688100

（市内）

吉沢自動車

高松市塩江町安原下第２号１５８１

23 車両類

2301 一般車両

2305 自転車・自動二輪車

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414115700

（市外）

（株）吉田生物研究所

京都市山科区厨子奥苗代元町３１

89 提供

8999 務の提供

6414718500

（市外）

（株）吉谷機械製作所

鳥取市古海３５６－１

23 車両類

2303 特種用途車両

2304 装）

6414416100

（市内）

（有）ヨシモト・トレーディングカンパニー

高松市塩江町安原下第３号５８４－１

51 買受

5101 金属屑

5102 紙・繊維

5103 車両

5199 その他の買受

6414416100

（市内）

（有）ヨシモト・トレーディングカンパニー

高松市塩江町安原下第３号５８４－１

76 廃棄物処理

収集運搬（特別管理産
7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7603 業廃棄物）

7604 処分（一般廃棄物）

7605 処分（産業廃棄物）

高松市番町１－１０－２１

80 企画・制作

8001 広告・広報

8004 イベント

8006 デザイン

6414105100

（準市内） （株）讀賣連合広告社 高松支社

1599 類

その他の業務委託・役務の

その他の工具・塗装等

その他の機器等の保守
その他のトロフィー･徽章

その他の業務委託・役
特種用途車両（ぎ装・架

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

43 印刷(その他)

4302 地図

4303 製本

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

80 企画・制作

8002 展示物

8003 映画・ビデオ

8007 写真撮影・製図

6414169700

（市内）

（株）四航コンサルタント

高松市上福岡町２０５７ー６

89 提供

8999 務の提供

6414073400

（市内）

四電エナジーサービス（株）

高松市亀井町１－３

21 電気機器類

2102 冷暖房用器具

2199 その他の電気機器類

6414073400

（市内）

四電エナジーサービス（株）

高松市亀井町１－３

28 厨房機器類

2801 一般厨房機器

2803 食器洗浄機

2804 業務用冷蔵庫

6414073400

（市内）

四電エナジーサービス（株）

高松市亀井町１－３

71 レンタル・リース

7199 ス

6414073400

（市内）

四電エナジーサービス（株）

高松市亀井町１－３

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7599 守点検

6414073400

（市内）

四電エナジーサービス（株）

高松市亀井町１－３

89 提供

8999 務の提供

6414240200

（市内）

四電エンジニアリング（株）

高松市上之町三丁目１－４

75 建築設備保守点検

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

6414240200

（市内）

四電エンジニアリング（株）

高松市上之町三丁目１－４

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414202000

（市内）

（株）四電技術コンサルタント

高松市牟礼町牟礼１００７－３

78 調査・測定

7802 環境測定

6414202000

（市内）

（株）四電技術コンサルタント

高松市牟礼町牟礼１００７－３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414202000

（市内）

（株）四電技術コンサルタント

高松市牟礼町牟礼１００７－３

89 提供

8999 務の提供

6414672800

（市内）

（株）四電工 香川支店

高松市西宝町１丁目８－２４

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414672800

（市内）

（株）四電工 香川支店

高松市西宝町１丁目８－２４

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414672800

（市内）

（株）四電工 香川支店

高松市西宝町１丁目８－２４

75 建築設備保守点検

6414672800

（市内）

（株）四電工 香川支店

高松市西宝町１丁目８－２４

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役

2805 牛乳保冷庫

2899 その他の厨房機器類

その他のレンタル・リー
その他の建築設備の保

その他の業務委託・役
通信・放送設備の保守

7599 守点検

監視制御装置の保守点

7511 消防設備の保守点検

7512 点検

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

7505 電気設備の保守点検

7508 空調設備の保守点検

7509 ボイラーの点検・清掃

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

高松市丸の内２－５

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

高松市丸の内２－５

29 消防・防災用具類

2907 備蓄用食料品

その他の業務委託・役務の

2399 その他の車両類

その他の建築設備の保

その他の業務委託・役

7510 検

通信・放送設備の保守

7512 点検

その他の建築設備の保

7599 守点検

営業種目８
1510 安全靴

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

高松市丸の内２－５

71 レンタル・リース

7101 車両

7103 情報機器

7109 電気通信機器

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

高松市丸の内２－５

73 建物管理

7302 空気環境の測定

7303 飲料水の水質検査

7304 建築物ねずみ害虫駆除 7399 その他の建物管理

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

高松市丸の内２－５

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

7505 電気設備の保守点検

7506 検

7508 空調設備の保守点検

6414105200

（市内）

四電ビジネス（株）

高松市丸の内２－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

7802 環境測定

7804 作業環境測定

7899 その他の調査・測定

6414214900

（市内）

（株）よんでんメディアワークス

高松市屋島西町１８５０－１

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414214900

（市内）

（株）よんでんメディアワークス

高松市屋島西町１８５０－１

79 情報・通信

7901 電気通信サービス

7902 システムの設計・開発

7904 ホームページ作成・管理

6414214900

（市内）

（株）よんでんメディアワークス

高松市屋島西町１８５０－１

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

8099 その他の企画・制作

6414701800

（市内）

（有）ライズ

高松市伏石町２０７４－４

80 企画・制作

8003 映画・ビデオ

6414701800

（市内）

（有）ライズ

高松市伏石町２０７４－４

89 提供

8999 務の提供

6414455200

（市外）

（株）ライズファクトリー

江東区住吉二丁目２５－２

10 図書類

1001 書籍

6414455200

（市外）

（株）ライズファクトリー

江東区住吉二丁目２５－２

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414455200

（市外）

（株）ライズファクトリー

江東区住吉二丁目２５－２

80 企画・制作

8006 デザイン

6420655800

（市外）

ライトアンドリヒト（株）

港区芝２－５－１０

21 電気機器類

2103 照明器具

6414686800

（市内）

（株）ライフ総合舞台

高松市鬼無町鬼無３２３－２

22 視聴覚機器類

2201 オーディオ機器

6414686800

（市内）

（株）ライフ総合舞台

高松市鬼無町鬼無３２３－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414686800

（市内）

（株）ライフ総合舞台

高松市鬼無町鬼無３２３－２

89 提供

8999 務の提供

6415045600

（市外）

（株）ライフライン 関西営業所

泉佐野市羽倉崎２－１－３３－６０３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6415045600

（市外）

（株）ライフライン 関西営業所

泉佐野市羽倉崎２－１－３３－６０３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

エレベーターの保守点

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

その他のレンタル・リー

7199 ス

その他の建築設備の保

7509 ボイラーの点検・清掃

7511 消防設備の保守点検

7599 守点検

0205 マイクロ機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

0288 事務用機器類の修繕

その他の業務委託・役

（準市内） ランスタッド（株） 高松オフィス

高松市番町１－６－８

89 提供

8905 人材派遣

6414189700

（準市内） ランドブレイン（株） 高松事務所

高松市錦町１－２１－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414189700

（準市内） ランドブレイン（株） 高松事務所

高松市錦町１－２１－３

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

6414189700

（準市内） ランドブレイン（株） 高松事務所

高松市錦町１－２１－３

80 企画・制作

8004 イベント

6414189700

（準市内） ランドブレイン（株） 高松事務所

高松市錦町１－２１－３

89 提供

8905 人材派遣

6414358700

（準市内） （株）リィツメディカル 高松営業所

高松市松縄町４８番地１０

11 医療機器類

1101 器具

1102 検査用機械器具

診療･手術･臨床用機械

1188 医療機器類の修繕

1199 その他の医療機器類

0206 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器類消耗品

6414673500

（市内）

（株）リードパック

高松市瀬戸内町３０－７３

19 包装資材類

1901 ポリエチレン製品

1902 業務用コンテナ

6414716000

（市外）

（株）リオス

岡山市中区藤崎５６４－５

02 事務用機器類

0201 複写機器類

0202 印刷機器類

0204 コンピュータ機器類

6414716000

（市外）

（株）リオス

岡山市中区藤崎５６４－５

21 電気機器類

2105 電話機・ファクシミリ

6414716000

（市外）

（株）リオス

岡山市中区藤崎５６４－５

71 レンタル・リース

7103 情報機器

7109 電気通信機器

7199 ス

6414716000

（市外）

（株）リオス

岡山市中区藤崎５６４－５

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6414722600

（市外）

（株）リクチ漏水調査

新宿区中落合３－２１－２

39 その他の物品

3999 その他の物品

6414722600

（市外）

（株）リクチ漏水調査

新宿区中落合３－２１－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414476800

（市外）

（株）リクルートホールディングス

千代田区丸の内１－９－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414476800

（市外）

（株）リクルートホールディングス

千代田区丸の内１－９－２

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理 7999 その他の情報・通信

6414476800

（市外）

（株）リクルートホールディングス

千代田区丸の内１－９－２

80 企画・制作

8001 広告・広報

6414476800

（市外）

（株）リクルートホールディングス

千代田区丸の内１－９－２

89 提供

8999 務の提供

6414041300

（準市内）

リコージャパン（株） 販売事業本部 香川支社 香
川営業部

高松市東ハゼ町９－７

02 事務用機器類

0201 複写機器類

その他の業務委託・役務の

営業種目４

その他の業務委託・役

6414165200

その他の業務委託・役務の

営業種目３

その他のレンタル・リー

7899 その他の調査・測定

8003 映画・ビデオ

8004 イベント

8006 デザイン

0202 印刷機器類

0203 製本機器類

0204 コンピュータ機器類

その他の業務委託・役

0299 その他の事務用機器類

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414041300

（準市内）

6414099200
6414076100

商号又は名称
リコージャパン（株） 販売事業本部 香川支社 香
川営業部

業種名

契約先所在地

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

高松市東ハゼ町９－７

22 視聴覚機器類

2203 映写機

2204 視聴覚ソフト

2205 液晶ビジョン

2206 監視カメラ

2207 プロジェクター

（準市内） リコーリース（株） 四国支店

高松市東ハゼ町９－７

71 レンタル・リース

7101 車両

7103 情報機器

7104 事務機器

7105 医療・介護機器

7109 電気通信機器

（準市内） リスロン（株） 高松支店

高松市香川町大野１５８１－４

18 清掃用具類

1801 モップ類

1802 ワックス

1899 その他の清掃用具類

6414533700

（市内）

（株）リソーシズ

高松市室町１９０７－３６

76 廃棄物処理

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物） 7604 処分（一般廃棄物）

6414459600

（市外）

（株）流通研究所

厚木市寿町１－４－３－２

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414459600

（市外）

（株）流通研究所

厚木市寿町１－４－３－２

80 企画・制作

8004 イベント

6414207800

（準市内） 菱電エレベータ施設（株） 四国支店

高松市城東町１－９－１７

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414207800

（準市内） 菱電エレベータ施設（株） 四国支店

高松市城東町１－９－１７

75 建築設備保守点検

7599 守点検

（市外）

菱農エンジニアリング（株）

松江市東出雲町揖屋６０５

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6417953600

（市外）

菱農エンジニアリング（株）

松江市東出雲町揖屋６０５

83 機器等保守点検

8399 点検

6414161700

（市外）

（株）両備システムズ

岡山市南区豊成二丁目７－１６

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414161700

（市外）

（株）両備システムズ

岡山市南区豊成二丁目７－１６

43 印刷(その他)

4399 その他の印刷(その他)

6414161700

（市外）

（株）両備システムズ

岡山市南区豊成二丁目７－１６

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414161700

（市外）

（株）両備システムズ

岡山市南区豊成二丁目７－１６

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414161700

（市外）

（株）両備システムズ

岡山市南区豊成二丁目７－１６

89 提供

8905 人材派遣

6417281600

（市外）

りらいあコミュニケーションズ（株）

渋谷区代々木二丁目６－５

77 警備・受付

7703 受付

6417281600

（市外）

りらいあコミュニケーションズ（株）

渋谷区代々木二丁目６－５

78 調査・測定

7801 調査・研究

6417281600

（市外）

りらいあコミュニケーションズ（株）

渋谷区代々木二丁目６－５

79 情報・通信

7905 データ処理

6417281600

（市外）

りらいあコミュニケーションズ（株）

渋谷区代々木二丁目６－５

89 提供

8905 人材派遣

6420383600

（市内）

（株）リンコトランスポートサービス

高松市朝日新町２３－２４

81 運搬・保管

8101 貨物運送

6415027700

（市外）

レキオス・ウォーター（株） 西日本事業本部

大阪市中央区南船場一丁目１２－３

78 調査・測定

7801 調査・研究

その他の業務委託・役務の

7605 処分（産業廃棄物）

その他の建築設備の保

6417953600

その他の業務委託・役務の

その他の機器等の保守

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7999 その他の情報・通信

その他の業務委託・役

8999 務の提供

6414105500

（準市内） （株）レンタルショップ レントオール高松

高松市香西東町５３０－１

31 看板・テント・旗類

3101 看板

6414105500

（準市内） （株）レンタルショップ レントオール高松

高松市香西東町５３０－１

71 レンタル・リース

7199 ス

6414105500

（準市内） （株）レンタルショップ レントオール高松

高松市香西東町５３０－１

80 企画・制作

8004 イベント

6414099400

（準市内） （株）レンタルのニッケン 高松営業所

高松市林町２５４０－４

23 車両類

2301 一般車両

2302 特殊車両

6414099400

（準市内） （株）レンタルのニッケン 高松営業所

高松市林町２５４０－４

24 産業用機械類

2402 クレーン･コンベア

2403 発動機･発電機

2404 農業用機械器具

2405 建設用機械器具

2499 その他の産業用機械類

6414099400

（準市内） （株）レンタルのニッケン 高松営業所

高松市林町２５４０－４

71 レンタル・リース

7101 車両

7102 建材・資材

7103 情報機器

7104 事務機器

7108 建設機械

6414099400

（準市内） （株）レンタルのニッケン 高松営業所

高松市林町２５４０－４

80 企画・制作

8004 イベント

6414046400

（準市内） ローレルバンクマシン（株） 高松支店

高松市今里町１－１７－１

02 事務用機器類

0299 その他の事務用機器類

6414046400

（準市内） ローレルバンクマシン（株） 高松支店

高松市今里町１－１７－１

22 視聴覚機器類

2206 監視カメラ

3105 テント

その他のレンタル・リー

6416673600

（市内）

（株）ワークサービス

高松市東ハゼ町８８１－１

74 施設管理（建物管理を除く。） 7401 道路・公園等清掃

6416673600

（市内）

（株）ワークサービス

高松市東ハゼ町８８１－１

76 廃棄物処理

6416673600

（市内）

（株）ワークサービス

高松市東ハゼ町８８１－１

89 提供

8999 務の提供

6414053300

（市外）

ワールド印刷（株）

木田郡三木町井上３０９８－３８

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414053300

（市外）

ワールド印刷（株）

木田郡三木町井上３０９８－３８

43 印刷(その他)

4303 製本

6417267700

（市外）

ワールドウォーターバッグ株式会社

大阪市東住吉区今川１丁目６－２３

29 消防・防災用具類

2999 具類

その他の業務委託・役務の

営業種目６

7601 収集運搬（一般廃棄物） 7602 収集運搬（産業廃棄物）
その他の業務委託・役

その他の消防・防災用

4305 封筒印刷

4399 その他の印刷(その他)

その他のレンタル・リー

7199 ス

営業種目７

営業種目８

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414521500

（市内）

（株）ワールド工芸

高松市塩屋町１７－４

03 オフィス等家具類

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

6414521500

（市内）

（株）ワールド工芸

高松市塩屋町１７－４

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3104 たれ幕

6414521500

（市内）

（株）ワールド工芸

高松市塩屋町１７－４

80 企画・制作

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414521500

（市内）

（株）ワールド工芸

高松市塩屋町１７－４

89 提供

8999 務の提供

6414162000

（市外）

ワールドビジネスシスコム（株）

高知市本町２－２－２７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

6414706900

（市内）

Ｙ’Ｚスポーツ

高松市高松町４１８－３

07 運動用具類

0701 運動用品

0702 運動器具

0703 武道具

6414706900

（市内）

Ｙ’Ｚスポーツ

高松市高松町４１８－３

15 衣料品･靴・鞄類

1509 運動靴

1511 バッグ

1599 類

6414719400

（市外）

（福）わかたけ共済部

越前市高木町１２－７－１

09 保育用具類

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

6414053400

（市内）

（有）若葉プリント

高松市観光通二丁目３－７

41 印刷(ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷)

4101 印刷（ｵﾌｾｯﾄ・軽印刷）

6414053400

（市内）

（有）若葉プリント

高松市観光通二丁目３－７

43 印刷(その他)

4303 製本

6414346200

（市内）

（株）若松薬品

高松市国分寺町新名５４０－２

12 衛生薬品材料類

1201 医療用薬品

6414193400

（市内）

若宮産業（株）

高松市朝日町４－１４－１

23 車両類

2306 車両部品・用品類

2388 車両類の修繕

6414193400

（市内）

若宮産業（株）

高松市朝日町４－１４－１

34 ガソリン･軽油・灯油類

3401 ガソリン

3402 軽油

6414193400

（市内）

若宮産業（株）

高松市朝日町４－１４－１

81 運搬・保管

8104 保管

6414123400

（市内）

和協サービス（株）

高松市勅使町２２－１

13 工業薬品類

1301 塩酸･硫酸･ソーダ類

6414123400

（市内）

和協サービス（株）

高松市勅使町２２－１

73 建物管理

7399 その他の建物管理

6414123400

（市内）

和協サービス（株）

高松市勅使町２２－１

75 建築設備保守点検

7501 貯水槽清掃

6414123400

（市内）

和協サービス（株）

高松市勅使町２２－１

76 廃棄物処理

7602 収集運搬（産業廃棄物）

6414046600

（市内）

（株）和光堂

高松市藤塚町一丁目９－５

01 文具類

6414046600

（市内）

（株）和光堂

高松市藤塚町一丁目９－５

6414189900

（市内）

（株）ワコー製作所

6414189900

（市内）

6414162200

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

その他の看板・テント・

その他の業務委託・役

0799 その他の運動用具類

3403 潤滑油

3404 Ａ重油

3405 白灯油

3499 灯油類

1305 清缶剤･洗浄剤

1307 消臭剤･消泡剤

1308 キレート剤

0101 筆記用品

0102 紙製品

0103 事務補助用品

0104 印判用品

0105 卓上事務用品

0106 収録用品

03 オフィス等家具類

0301 事務用机･椅子

0302 会議用机･椅子

0303 保管庫・棚

0304 木工製品

0305 応接調度品

0399 その他のｵﾌｨｽ等家具類

高松市御厩町９７６－３

08 学校教材類

0803 視聴覚教育機器

0888 学校教材類の修繕

0899 その他の学校教材類

（株）ワコー製作所

高松市御厩町９７６－３

31 看板・テント・旗類

3101 看板

3102 掲示板

3104 たれ幕

（市外）

早稲田システム開発（株）

新宿区高田馬場四丁目４０－１７

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6414162200

（市外）

早稲田システム開発（株）

新宿区高田馬場四丁目４０－１７

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6414162200

（市外）

早稲田システム開発（株）

新宿区高田馬場四丁目４０－１７

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

7903 システムの保守・管理

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

2103 照明器具

2199 その他の電気機器類

0903 園庭遊具

0904 乳幼児用品

0905 絵画製作用品

0906 教材教具

6414099600

（準市内） ワタキューセイモア（株） 四国支店 高松営業所

高松市松縄町３４－２

12 衛生薬品材料類

1202 衛生材料

6414099600

（準市内） ワタキューセイモア（株） 四国支店 高松営業所

高松市松縄町３４－２

15 衣料品･靴・鞄類

1503 白衣

6414099600

（準市内） ワタキューセイモア（株） 四国支店 高松営業所

高松市松縄町３４－２

71 レンタル・リース

7106 衛生介護用品

6414099600

（準市内） ワタキューセイモア（株） 四国支店 高松営業所

高松市松縄町３４－２

72 クリーニング

7202 医療関連衣類・寝具

6414099600

（準市内） ワタキューセイモア（株） 四国支店 高松営業所

高松市松縄町３４－２

89 提供

8999 務の提供

4305 封筒印刷

（市内）

（有）渡辺電気水道

高松市国分寺町福家甲３１０４－５

21 電気機器類

2101 一般家庭電気器具

2102 冷暖房用器具

6414066700

（市内）

和田プロパン（株）

高松市高松町２４９９－６

35 ガス類

3501 ＬＰガス

3503 ガス器具

6414259400

（市内）

（特非）わははネット

高松市大工町１－４

80 企画・制作

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414259400

（市内）

（特非）わははネット

高松市大工町１－４

89 提供

6414688900

（市内）

ワンダー香川

高松市鹿角町７２８－８

（市内）

ワンダー香川

高松市鹿角町７２８－８

4399 その他の印刷(その他)

その他のガソリン･軽油・

0107 デザイン･包装用品

0199 その他の文具類

0907 保育備品

0988 保育用具類の修繕

その他の看板・テント・

3199 旗類

その他の業務委託・役

8999 務の提供
0901 保育遊具

09 保育用具類
6414688900

その他の衣料品･靴・鞄

その他の業務委託・役

6414695500

その他の業務委託・役務の

営業種目８

3199 旗類

0788 運動用具類の修繕

その他の業務委託・役務の

営業種目７

0999 その他の保育用具類

0902 運動遊具

高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.1.1～H31.12.31）※審査結果の公表

業者番号

地域要
件

6414729500

（市外）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店

大阪市中央区瓦町二丁目２－７

01 文具類

0102 紙製品

6414729500

（市外）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店

大阪市中央区瓦町二丁目２－７

79 情報・通信

7905 データ処理

6414729500

（市外）

（株）ワンビシアーカイブズ 大阪支店

大阪市中央区瓦町二丁目２－７

89 提供

商号又は名称

業種名

契約先所在地

その他の業務委託・役務の

営業種目１

その他の業務委託・役

8999 務の提供

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

営業種目６

営業種目７

営業種目８

