
物品買入れ等競争入札参加資格者名簿（紙申請）令和４年（2022年）４月１日現在

相手方番号 商号または名称 住所

文房具事務用品・図書

1100000835 石森書店　石森　康夫 東京都　八王子市　四谷町８１５番地

1100000919 相武堂文具店　代表　本郷　藤雄 東京都　八王子市　明神町二丁目１４番１０号

1100000976 有限会社　川口教材社　代表取締役　川口　雅子 東京都　八王子市　めじろ台三丁目６番地の１０

1100000990 株式会社　肥後　代表取締役　塩月　康人 東京都　八王子市　元本郷町四丁目２０番３０号

事務機器・情報処理用機器

1100002679 ヤマモト電気　代表　山本　由貴雄 東京都　八王子市　館町１９３７

1100037535 株式会社　リアライズフロンティア　関谷　昌丈 東京都　八王子市　越野21-23

学校教材・運動用品・楽器

1100000976 有限会社　川口教材社　代表取締役　川口　雅子 東京都　八王子市　めじろ台三丁目６番地の１０

1100001093 株式会社　コスモス医工　代表取締役　小林　寿男 東京都　八王子市　北野町５２５番地３１

1100043394 八南教科書供給　株式会社　代表取締役　熊沢　宏 東京都　八王子市　元横山町３丁目１９番１８号

1100043495 有限会社　大沢屋商店　代表取締役　熊澤　朋康 東京都　八王子市　松木３４番地の２７

荒物雑貨

1100000900 株式会社　加増屋商店　代表取締役　小峰　記世子 東京都　八王子市　八日町５番１１号

1100001045 和田ギフト　和田　恭一 東京都　八王子市　元本郷町四丁目１０番１号

1100019179 有限会社　ダスキンまつむら　代表取締役　松村　勇 東京都　八王子市　東浅川町５６１番地２



相手方番号 商号または名称 住所

繊維・ゴム・皮革製品

1100000943 有限会社　丸吉　代表取締役　宮道　和宏 東京都　八王子市　八幡町１１－１

1100000971 有限会社　唐木商店　代表取締役　唐木　昭廣 東京都　八王子市　八幡町８番３号

1100001045 和田ギフト　和田　恭一 東京都　八王子市　元本郷町四丁目１０番１号

1100001093 株式会社　コスモス医工　代表取締役　小林　寿男 東京都　八王子市　北野町５２５番地３１

1100059638 有限会社　からん　代表取締役社長　勝田　茂子 東京都　八王子市　小比企町１７９８－２

1100059677 株式会社　勝田ナセン　代表取締役　勝田　武男 東京都　八王子市　小比企町1743番地

室内装飾品等

1100001010 有限会社　旭宣伝　代表取締役　堀田　篤 東京都　八王子市　元本郷町三丁目１０番１４号

1100035461 有限会社　めいくまん　代表取締役　村上　哲朗 東京都　八王子市　山田町１６８９番地７

1100046806 大王メタル　株式会社　代表取締役　内山　計一 東京都　八王子市　千人町三丁目１４番１９－１０５号

家電・カメラ・厨房機器等

1100001045 和田ギフト　和田　恭一 東京都　八王子市　元本郷町四丁目１０番１号

1100001093 株式会社　コスモス医工　代表取締役　小林　寿男 東京都　八王子市　北野町５２５番地３１

1100001100 有限会社　中村屋木下商店　代表取締役　木下　昭宏 東京都　八王子市　横川町５４８番地

1100001747 有限会社　多摩ブラザー　代表取締役　北村　潤二 東京都　八王子市　寺町８－２

1100002679 ヤマモト電気　代表　山本　由貴雄 東京都　八王子市　館町１９３７

1100040280 八王子ＬＰガス事業　協同組合　代表理事　加藤　髙白 東京都　八王子市　小宮町９６５番地



相手方番号 商号または名称 住所

自動車・自転車

1100000907 有限会社　平ゴム工業所　代表取締役　鈴木　恒 東京都　八王子市　小門町１２番地

1100000921 有限会社　石井モータース　代表取締役　石井　秀和 東京都　八王子市　大和田町七丁目３番４号

1100001822 有限会社　田島自動車整備工場　代表取締役　田島　国政 東京都　八王子市　四谷町８２１番地

1100001965 有限会社　おおなわ自動車整備工場　代表取締役　小室　雅勝 東京都　八王子市　大和田町１丁目３０番２６号

1100030482 イワタオート　代表　岩田　俊彦 東京都　八王子市　上柚木３２９－１

燃料・ガス・油脂

1100001100 有限会社　中村屋木下商店　代表取締役　木下　昭宏 東京都　八王子市　横川町５４８番地

1100040280 八王子ＬＰガス事業　協同組合　代表理事　加藤　髙白 東京都　八王子市　小宮町９６５番地

理化学機械器具

1100002867 株式会社　遠藤度量衡　代表取締役　遠藤　佳孝 東京都　八王子市　八幡町８番２号

農業・建設用機械器具

1100000963 八王子市農業　協同組合　経済センター　センター長　根本　光二 東京都　八王子市　大和田町五丁目１５番地３

医療用機械器具

1100001093 株式会社　コスモス医工　代表取締役　小林　寿男 東京都　八王子市　北野町５２５番地３１

1100001195 有限会社　梶谷歯科商会　代表取締役　梶谷　幸男 東京都　八王子市　台町２－９－２２

医療品・衛生材料・介護用品

1100001093 株式会社　コスモス医工　代表取締役　小林　寿男 東京都　八王子市　北野町５２５番地３１

1100001195 有限会社　梶谷歯科商会　代表取締役　梶谷　幸男 東京都　八王子市　台町２－９－２２



相手方番号 商号または名称 住所

1100001545 有限会社　十字会ケアステーション　取締役　小関　勝紀 東京都　八王子市　めじろ台１丁目９番地の１

コンクリート・セメント

1100000071 東京セメント工業　株式会社　東京支店　支店長　佐藤　孝史 東京都　八王子市　台町二丁目１５番２０号

1100051302 馬場商事　株式会社　代表取締役　馬場　勝安 東京都　八王子市　元本郷町四丁目２番５号

標識・看板等

1100001010 有限会社　旭宣伝　代表取締役　堀田　篤 東京都　八王子市　元本郷町三丁目１０番１４号

警察・消防・防災用品

1100000963 八王子市農業　協同組合　経済センター　センター長　根本　光二 東京都　八王子市　大和田町五丁目１５番地３

造園資材

1100000963 八王子市農業　協同組合　経済センター　センター長　根本　光二 東京都　八王子市　大和田町五丁目１５番地３

1100001040 つるのフラワー　有限会社　代表取締役　鶴野　薫 東京都　八王子市　本町２６番７号

1100019195 アモーレフィオーレ　代表　関　文子 東京都　八王子市　千人町三丁目１番２２号

1100038382 石川農園　石川　研 東京都　八王子市　高月町1085番地

1100042503 株式会社　花水木　代表取締役　寺田　晃 東京都　八王子市　本町３番５号

1100052425 シード・タニ　谷　武 東京都　八王子市　横山町２２番５号

その他の物品

1100000781 市川建窓　株式会社　代表取締役　市川　弘 東京都　八王子市　片倉町２１６０番地

1100000931 みなもとや　代表者　内藤　倫則 東京都　八王子市　横山町６番８号

1100000955 有限会社　千松園　代表取締役　柳内　秀夫 東京都　八王子市　大横町１番１３号



相手方番号 商号または名称 住所

1100000963 八王子市農業　協同組合　経済センター　センター長　根本　光二 東京都　八王子市　大和田町五丁目１５番地３

1100000971 有限会社　唐木商店　代表取締役　唐木　昭廣 東京都　八王子市　八幡町８番３号

1100000987 株式会社　伊藤祐次商店　代表取締役　伊藤　健人 東京都　八王子市　八幡町１３番８号

1100001045 和田ギフト　和田　恭一 東京都　八王子市　元本郷町四丁目１０番１号

1100001197 有限会社　赤坂商店　代表取締役　赤坂　浩嗣 東京都　八王子市　横山町５番４号

1100001212 西都ヤクルト販売　株式会社　代表取締役社長　中川　喜博 東京都　八王子市　高倉町６６－２３

1100001464 田倉商店　代表　田倉　栄一 東京都　八王子市　台町４－２２－９

1100001619 株式会社　渡辺精肉店　代表取締役　渡辺　良子 東京都　八王子市　追分町２３－４

1100001658 株式会社　網代園　代表取締役　網代　邦子 東京都　八王子市　横山町１０番１４号

1100001950 魚徳　沼田　隆志 東京都　八王子市　長房町５５１番地３８号

1100002151 有限会社　小金井商店　代表取締役　小金井　剛 東京都　八王子市　元本郷町三丁目８番１２号

1100023287 有限会社　松崎商店　代表取締役　松﨑　真司 東京都　八王子市　本町１９－１１

1100029138 魚小　小林　功 東京都　八王子市　小門町８－１３

1100033484 有限会社　西野商店　代表取締役　西野　安彦 東京都　八王子市　台町一丁目４番１２号

1100036035 株式会社　東京多摩フードサービス　代表取締役　田中　義夫 東京都　八王子市　明神町四丁目６番１号

1100043386 米山生花店　米山　裕美子 東京都　八王子市　元横山町２丁目１５番１号

1100046806 大王メタル　株式会社　代表取締役　内山　計一 東京都　八王子市　千人町三丁目１４番１９－１０５号

1100050414 吉田観賞魚販売　株式会社　代表取締役　吉田　俊一 東京都　八王子市　松木１５－３

1100059701 株式会社　ＷＯＲＬＤ　ＡＮＩＭＡＬ　ＴＲＡＤＥ　代表取締役　井上　裕輝 東京都　八王子市　上野町３番地５



相手方番号 商号または名称 住所

不用品買受

1100000921 有限会社　石井モータース　代表取締役　石井　秀和 東京都　八王子市　大和田町七丁目３番４号

印刷

1100001182 有限会社　三共社　代表取締役　野口　雅生 東京都　八王子市　中野上町二丁目２９番１号

1100036637 有限会社　服部総合印刷　代表取締役　服部　進 東京都　八王子市　並木町３番１３号

1100059717 株式会社　清水工房　代表取締役　比嘉　良孝 東京都　八王子市　追分町１０－４－１０１

建物清掃

1100000825 公益社団法人八王子市シルバー人材センター　会長　園部　正範 東京都　八王子市　大横町１１番３５号

1100059356 株式会社　ＳＫコンサルタント　代表取締役　栗崎　竜夫 東京都　八王子市　元本郷町3丁目16番9号誠光ビル

電気・暖冷房等設備保守

1100000851 熊澤電気管理事務所　代表　熊澤　利夫 東京都　八王子市　泉町１３６９番地の５

1100025301 久間電気技術事務所　久間　佐多男 東京都　八王子市　横川町８３７番地の２０

1100040225 齊藤電気管理事務所　齊藤　宣嘉 東京都　八王子市　狭間町１８００番地２７号

1100047621 常磐電気管理事務所　常磐　秀樹 東京都　八王子市　中野上町五丁目８番７号

1100055001 篠原登　篠原　登 東京都　八王子市　平岡町２５－１

1100055378 井爪電気管理事務所　井爪　恒平 東京都　八王子市　みなみ野５丁目１９番１－３１１

浄化槽・貯水槽清掃

1100000748 有限会社　山﨑商会　代表取締役　山﨑　幸久 東京都　八王子市　椚田町５６１番地１４

1100000833 有限会社　石川興業　取締役　石川　工 東京都　八王子市　高倉町３番地９



相手方番号 商号または名称 住所

道路・公園管理

1100000825 公益社団法人八王子市シルバー人材センター　会長　園部　正範 東京都　八王子市　大横町１１番３５号

1100001287 特定非営利活動法人　八王子ワークセンター　代表　土居　幸仁 東京都　八王子市　千人町二丁目７番５号

1100057117 東稜産業　株式会社　代表取締役　安藤　正樹 東京都　八王子市　寺田町1371

1100059356 株式会社　ＳＫコンサルタント　代表取締役　栗崎　竜夫 東京都　八王子市　元本郷町3丁目16番9号誠光ビル

害虫駆除

1100000823 ナラ　株式会社　代表取締役　奈良　幹夫 東京都　八王子市　台町四丁目２９番２号

廃棄物処理

1100051988 株式会社　ＥＧ八王子　代表取締役　寺島　広高 東京都　八王子市　石川町２９６９番地５

1100052335 株式会社　エコネット　代表取締役　小原　拓也 東京都　八王子市　犬目町７７６番地

運搬業務

1100001544 有限会社　小林運送　代表取締役　小林　久美 東京都　八王子市　日吉町３番７号

広告代理

1100034638 八王子新聞販売協同組合　代表理事　櫻井　正明 東京都　八王子市　犬目町１６５番地１

病院給食・学校給食

1100051692 ファリーヌ　松尾　秀隆 東京都　八王子市　椚田町５８６番地５

1100059675 株式会社　増田禎司商店　代表取締役社長　増田　太郎 東京都　八王子市　川口町1415番地

情報処理業務

1100059356 株式会社　ＳＫコンサルタント　代表取締役　栗崎　竜夫 東京都　八王子市　元本郷町3丁目16番9号誠光ビル



相手方番号 商号または名称 住所

検査業務

1100000851 熊澤電気管理事務所　代表　熊澤　利夫 東京都　八王子市　泉町１３６９番地の５

クリーニング

1100000834 鈴木クリーニング支店　店主　落合　博一 東京都　八王子市　八幡町２番２０号

1100001161 ホーム寝具ドライ　有限会社　代表取締役　安川　脩 東京都　八王子市　兵衛二丁目３２番７号

1100037550 やまと屋　黒沢　孝守 東京都　八王子市　川口町２５８６番地の３

賃貸業務

1100001545 有限会社　十字会ケアステーション　取締役　小関　勝紀 東京都　八王子市　めじろ台１丁目９番地の１

1100019179 有限会社　ダスキンまつむら　代表取締役　松村　勇 東京都　八王子市　東浅川町５６１番地２

その他の業務委託等

1100000825 公益社団法人八王子市シルバー人材センター　会長　園部　正範 東京都　八王子市　大横町１１番３５号

1100000921 有限会社　石井モータース　代表取締役　石井　秀和 東京都　八王子市　大和田町七丁目３番４号

1100001214 八王子壜商協力組合　理事長　西田　忠司 東京都　八王子市　元横山町２丁目６番１５号

1100001287 特定非営利活動法人　八王子ワークセンター　代表　土居　幸仁 東京都　八王子市　千人町二丁目７番５号

1100001545 有限会社　十字会ケアステーション　取締役　小関　勝紀 東京都　八王子市　めじろ台１丁目９番地の１

1100046110 カッティングボード　藤平　健介 東京都　八王子市　別所２丁目４６番地３－３０４

1100055971 社会福祉法人　マインドはちおうじ　オープンスペース本郷町　施設長　山本　道子 東京都　八王子市　小門町75-7エイビット小門町ビル

1100058994 有限会社　石藤　代表取締役　佐藤　亨 東京都　八王子市　元本郷町一丁目１３番１６号

1100059008 細野石材　細野　稔 東京都　八王子市　大横町５番７号



相手方番号 商号または名称 住所

1100059037 埜村石材店　埜村　常夫 東京都　八王子市　尾崎町５０番地１５号

1100059172 有限会社　岩田石材店　代表取締役　岩田　隆 東京都　八王子市　東町２番４号

1100059179 有限会社　比留間石材店　取締役　比留間　健市 東京都　八王子市　四谷町７５７－２

1100059361 有限会社　麻生石材工業　代表取締役　麻生　伊久雄 東京都　八王子市　南新町24番地

1100059473 有限会社　杉田石材　代表取締役　杉田　好男 東京都　八王子市　中野上町１－８－２


