高松市上下水道局物品等入札参加資格者名簿（H29.12.1～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
その他の業務委託・
役務の提供

営業種目１

6421342800 (市外）

アーバンエナジー（株）

横浜市鶴見区末広町二丁目１

89

6414810400 (市外）

（株）アイ・オー・プロセス

大阪市中央区南本町二丁目３－８

79 情報・通信

6414810400 (市外）

（株）アイ・オー・プロセス

大阪市中央区南本町二丁目３－８

89

6421340800 (市外）

（株）医療情報科学研究所

中央区日本橋人形町二丁目１４－９

11 医療機器類

1101 器具

6421340800 (市外）

（株）医療情報科学研究所

中央区日本橋人形町二丁目１４－９

51 買受

5199 その他の買受
8999 の提供

その他の業務委託・
役務の提供

営業種目２

営業種目３

営業種目４

営業種目５

7905 データ処理
8905 人材派遣
診療･手術･臨床用機械

6421340800 (市外）

（株）医療情報科学研究所

中央区日本橋人形町二丁目１４－９

その他の業務委託・
89
役務の提供

6421343600 (市外）

（株）ウィット

高槻市城北町一丁目１４－１７－５０１

79 情報・通信

7904 ホームページ作成・管理

6421343600 (市外）

（株）ウィット

高槻市城北町一丁目１４－１７－５０１

80 企画・制作

8001 広告・広報
8907 損害保険

1102 検査用機械器具

1103 介護用機械器具

8004 イベント

8006 デザイン

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・役務

6421326900 (準市内）

（株）ウインライフ 高松支店

高松市上林町４０－５

その他の業務委託・
89
役務の提供

6421343200 (市外）

ＥＳＲＩジャパン（株）

千代田区平河町二丁目７－１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6421343200 (市外）

ＥＳＲＩジャパン（株）

千代田区平河町二丁目７－１

10 図書類

1003 地図

6421343200 (市外）

ＥＳＲＩジャパン（株）

千代田区平河町二丁目７－１

78 調査・測定

7801 調査・研究

6421343200 (市外）

ＥＳＲＩジャパン（株）

千代田区平河町二丁目７－１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発
8906 電力供給

6420319600 (市外）

（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

港区六本木一丁目８－７

その他の業務委託・
89
役務の提供

6421341500 (市外）

大蔵商事（株）大阪支店

大阪市西区江戸堀一丁目１０－２

15 衣料品･靴・鞄類

1503 白衣

1504 帽子

6421341500 (市外）

大蔵商事（株）大阪支店

大阪市西区江戸堀一丁目１０－２

17 家庭用品類

1701 食卓用品

1702 台所用品

6421340500 (市外）

協和工業（株）

東近江市小田苅町１７９０

61 製造の請負

6101 水道用資材

6421286400 (市内）

（株）ＧＰＭＯ

高松市木太町３３９６－１１

78 調査・測定

7801 調査・研究
8999 の提供

6421286400 (市内）

（株）ＧＰＭＯ

高松市木太町３３９６－１１

その他の業務委託・
89
役務の提供

6414533100 (準市内）

摂陽明正（株） 香川支店

高松市三条町１０９

24 産業用機械類

2499 その他の産業用機械類

6414533100 (準市内）

摂陽明正（株） 香川支店

高松市三条町１０９

61 製造の請負

6113 電気器具

6414652600 (市外）

テイク－オン（有）

三豊市豊中町笠田竹田１１９１－１

73 建物管理

7301 建物清掃

6414159200 (市外）

テック情報（株）

板野郡板野町犬伏字東谷６－３３

02 事務用機器類

0201 複写機器類

6414159200 (市外）

テック情報（株）

板野郡板野町犬伏字東谷６－３３

78 調査・測定

7801 調査・研究

6414159200 (市外）

テック情報（株）

板野郡板野町犬伏字東谷６－３３

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6414159200 (市外）

テック情報（株）

板野郡板野町犬伏字東谷６－３３

89

6421307100 (準市内）

東京コンピュータサービス（株） 高松支店

高松市鍛冶屋町３

79 情報・通信

6421343500 (市内）

（株）トニケン

高松市末広町３－１１

6421343500 (市内）

（株）トニケン

6421121600 (市外）

（株）ドリームホップ

7906 計算業務

7999 その他の情報・通信

7999 その他の情報・通信

その他の業務委託・役務

6114 機械器具

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

7904 ホームページ作成・管理 7905 データ処理

7906 計算業務

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

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

高松市末広町３－１１

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

新宿区信濃町１１－３

82 医療

8202 集団検診等
8999 の提供

7401 道路・公園等清掃

7402 植栽管理（剪定）

7403 植栽管理（害虫駆除）

その他の業務委託・
役務の提供

6421121600 (市外）

（株）ドリームホップ

新宿区信濃町１１－３

6420841600 (市内）

内外パイオニヤ（株）

高松市浜ノ町２９－４

16 室内装飾・寝具類

1603 じゅうたん

6420841600 (市内）

内外パイオニヤ（株）

高松市浜ノ町２９－４

29 消防・防災用具類

2908 安全保護具

6420841600 (市内）

内外パイオニヤ（株）

高松市浜ノ町２９－４

62 資材

6299 その他の資材

6420841600 (市内）

内外パイオニヤ（株）

高松市浜ノ町２９－４

74

6421161800 (市内）

西日本放送（株）

高松市丸の内８－１５

80 企画・制作

8004 イベント

8099 その他の企画・制作

6414183500 (市内）

西日本ミシン（有）

高松市塩上町７－２

08 学校教材類

0801 教育教材

0888 学校教材類の修繕

6414695200 (市内）

（有）ハイテック

高松市香南町西庄２１０３－２２

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

6421343700 (市内）

（有）ビークリエイトカンパニー

高松市宮脇町二丁目３０－３

74

7401 道路・公園等清掃

7405 除草・草刈

施設管理（建物管理
を除く。）
その他の業務委託・
89
役務の提供

その他の業務委託・役務

（有）ビークリエイトカンパニー

高松市宮脇町二丁目３０－３

6421341700 (市外）

富士ソフト（株）営業本部

横浜市中区桜木町一丁目１

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6421341700 (市外）

富士ソフト（株）営業本部

横浜市中区桜木町一丁目１

71 レンタル・リース

7103 情報機器

6421341700 (市外）

富士ソフト（株）営業本部

横浜市中区桜木町一丁目１

79 情報・通信

7902 システムの設計・開発

6421343800 (市内）

宮本時計眼鏡店

高松市川島東町８７７－１

21 電気機器類

2104 時計

6421342500 (市外）

（株）リケン工業

神戸市東灘区魚崎南町三丁目２－２０

89

6419599600 (市外）

（株）リブネット

伊勢市楠部町乙１３５

02 事務用機器類

0204 コンピュータ機器類

6419599600 (市外）

（株）リブネット

伊勢市楠部町乙１３５

10 図書類

1001 書籍

1002 雑誌

6419599600 (市外）

（株）リブネット

伊勢市楠部町乙１３５

79 情報・通信

7903 システムの保守・管理

7905 データ処理

6419599600 (市外）

（株）リブネット

伊勢市楠部町乙１３５

89

8905 人材派遣

8999 の提供

その他の業務委託・
役務の提供

その他の建築設備の保

7599 守点検

その他の業務委託・役務
8999 の提供

6421343700 (市内）

その他の業務委託・
役務の提供

0299 その他の事務用機器類

8905 人材派遣

その他の業務委託・
89
役務の提供

施設管理（建物管理
を除く。）

営業種目６

8906 電力供給

7903 システムの保守・管理

8906 電力供給

その他の業務委託・役務

1004 図書用品

その他の室内装飾・

1699 寝具類

営業種目７

営業種目８

