令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2140002008884 （有）アース

6530004

兵庫県神戸市長田区四番町6-1-2

078-531-0722

078-577-8484

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2011001027780 アースサポート（株）

1510071

東京都渋谷区本町1-4-14

03-3377-1100

03-3377-1772

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行・人材派遣

4120101057205 アーステクノ（株）

5980035

泉佐野市南中樫井477-1

072-466-3900

072-460-3388

市外

法人

各種業務代行、人材派遣

5120101031877 （株）アート

5830863

羽曳野市蔵之内583-1

072-958-9075

072-958-9076

市外

法人

調査・測定
各種業務代行・人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
文化財保存・修復

2122001017182 アートチャイルドケア（株）

1400002

東京都品川区東品川1-3-10

03-5461-0123

03-3458-3638

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

3010001035966 アーパス技研工業（株）

1030024

東京都中央区日本橋小舟町4-4

03-3664-0880

03-3664-0884

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

2330001000063 ビス

8620976

熊本県熊本市中央区九品寺1-5-11

096-364-5121

096-372-1135

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3011101059376 （株）ＲＣＳコーポレーション

1690072

東京都新宿区大久保2-3-9

03-5155-6979

03-5155-6952

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

3120001124089 （株）ｉｉ104

5630021

池田市畑1-5-27

072-751-9104

072-753-9981

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
その他

（株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サー

ｳﾞｧﾘｴ戸山1001号室

2120001037952 （株）IEM 大阪支店

5410055

大阪市中央区船場中央3-2

06-6121-7280

06-6121-7281

市外

法人

8011001060413 （株）アイヴィジット

1518583

東京都渋谷区代々木2-2-1

03-3377-3800

03-3377-2081

市外

法人

9120102012906 （有）アイ・エス環境

5938314

堺市西区太平寺435-1

072-349-4388

072-298-9669

市外

法人

1120001095555 （株）アイ・エヌ・ジー・ドットコム

5410048

大阪市中央区瓦町2-4-7

2120103000692 合同会社 ＩＭ総合企画

5918023

堺市北区中百舌鳥5-798-1

3010001022865 （株）アイティフォー

1020082

東京都千代田区一番町21

和田ﾋﾞﾙ401
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建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
建物・施設の維持管理
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

06-4706-3440

06-4706-3442

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
その他

072-275-5449

072-275-5459

市外

法人

各種企画・制作

03-5275-7841

03-5275-7835

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

市外

法人

入札参加希望業種（大分類）
調査研究・行政コンサルタント

2010001089484 ＩＴｂｏｏｋ（株）

1050001

東京都港区虎ノ門3-1-1

03-6435-8711

03-6435-8720

情報セキュリティ監査

2120001095991 アイテック（株）

5300001

大阪市北区梅田3-3-10

06-6346-0036

06-6346-0038

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
施設・設備の保守点検
建物・施設の維持管理

2020001030067 （株）アイネス 関西支社

5410053

大阪市中央区本町2-5-7

06-6563-7850

06-6563-7840

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3120001109890 （株）アイピー総研

5300044

大阪市北区東天満1-6-6

06-6352-0806

06-6352-0898

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

3011101061778 （株）アイ・ユー・ケイ イン・エックス本部

1130024

東京都文京区西片1-17-8

03-3816-7298

03-3816-7299

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1140001055623 （株）アイレス

5550011

大阪市西淀川区竹島3-9-17

06-6474-3711

06-6474-3712

市外

法人

施設・設備の保守点検

8010601041269 （株）Avenir

1070052

東京都港区赤坂3-16-11

03-6277-8590

03-6277-8590

市外

法人

産業医業務

7120001155163 青野スポーツ施設（株）

5700074

守口市文園町5-19

06-6992-4018

06-6993-6439

市外

法人

グランド・テニスコートのメンテナンス

8250001008646 赤坂印刷（株） 大阪支店

5370024

大阪市東成区東小橋1-18-10

06-6974-0190

06-6974-0191

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3120001059863 赤沢産業（株）

5330031

大阪市東淀川区西淡路1-1-32

06-6990-1250

06-6990-1220

市外

法人

施設・設備の保守点検

新大阪ｱｰｽﾞﾋﾞﾙ

072-437-3319

072-287-1667

準市内

法人

072-287-0087

072-247-5576

市外

法人

建物・施設の維持管理、各種業務代行、
人材派遣

兵庫県尼崎市開明町1-61

06-6419-3121

06-6411-1180

市外

法人

調査・測定

堺市堺区西永山園6-18

072-225-5255

072-225-5256

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
その他

5960047

岸和田市上野町東1-26-1007号

3120101054566 ㈱アカツキエンジニアリング

5998114

堺市東区日置荘西町3-5-4

9140001053116 アクア環境（株）

6600862

4120001161296 アクアテック（株）

5900032

6620834

東海赤坂ﾋﾞﾙ4階

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣

7120101000434 （株）アカツキ 南大阪営業所

1200001017047 （株）アクアテック 関西営業所

KSﾋﾞﾙ6階

アカツキビル別館

兵庫県西宮市南昭和町7-28-103

0798-67-5752
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0798-67-5753

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2040001084838 アクアテック（株）

2702214

千葉県松戸市松飛台204-9-302

047-394-4769

047-394-4759

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理

9120101034752 （株）アクアプリベント

5840031

富田林市寿町3-6-4

0721-20-1200

0721-20-1211

市外

法人

建物・施設の維持管理

4140001057518 （株）アクアリサーチ 大阪営業所

5320011

大阪市淀川区西中島7-1-3-812

06-6305-4330

06-6305-4335

市外

法人

調査・測定

2120001146043 （株）アクササポート

5500003

大阪市西区京町堀1-7-5

06-6447-4000

06-6447-4011

市外

法人

施設・設備の保守点検

4150001014773 （株）アクセス 大阪営業所

5300041

大阪市北区天神橋1-19-15

8120101036056 アクセスコンピュータシステム（株）

5960076

岸和田市野田町1-14-24

3011001068312 （株）アクセライズ・サイト

1010052

東京都千代田区神田小川町1-11

大証ﾋﾞﾙ203号

千代田小川町ｸﾛｽﾀ8Ｆ

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
文化財保存・修復
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

06-6351-2199

0745-57-3999

市外

法人

072-436-2567

072-436-2568

市内

法人

03-5577-4175

03-5577-4176

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

6013201000200 アクティオ（株） 大阪支店

5320012

大阪市淀川区木川東4-8-33

06-6308-5720

06-6308-5721

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種企画・制作
各種業務代行・人材派遣

6010001034494 （株）アクティオ 関西支店

5310071

大阪市北区中津7-10-4

06-6452-1788

06-6452-1780

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

2120001053495 （株）アクト音響振動調査事務所

5320011

大阪市淀川区西中島4-6-29

06-6305-2620

06-6306-5254

市外

法人

調査・測定

8120001040851 （株）アコード

5500003

大阪市西区京町堀1-10-14

06-6445-0557

06-6445-0693

市外

法人

調査・測定
各種企画・制作
各種業務代行、人材派遣
文化財保存・修復

2120101000819 朝日給食（株）

5998253

堺市中区深阪2-9-11

072-235-6000

072-235-6022

市外

法人

給食調理業務

7010601041419 朝日航洋（株） 西日本空情支社

564-0062

吹田市垂水町3-35-31

2360001000060 （株）旭堂 大阪営業所

5410041

大阪市中央区北浜1-3-14

4140001019022 アサヒプリテック（株） 神戸営業所

6580024

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21

ﾘﾊﾞｰﾎﾟｲﾝﾄ北浜10階
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06-6338-3321

06-6338-0461

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
不動産鑑定

06-4708-3231

06-4708-3232

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

078-412-3556

078-412-3562

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

8120001131213 アサミ情報システム（株）

5420012

大阪市中央区谷町7-5-1

6011101000700 アジア航測（株） 大阪支店

5306029

大阪市北区天満橋1-8-30

1180001049514 アシスト（株）

4580021

愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310

方書

OAPﾀﾜｰ

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）
情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作
各種業務代行、人材派遣
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

06-6762-0051

06-6762-0226

市外

法人

06-4801-2230

06-4801-2235

市外

法人

052-908-0020

052-908-0030

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

0725-46-8443

0120-07-4304

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
各種業務代行、人材派遣

045-316-5515

045-316-5544

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
施設・設備の運営（運転）管理
その他

埼玉県飯能市征矢町9-18

042-975-6477

042-974-8181

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
その他

泉南郡熊取町大久保中2-20-6

072-453-3484

072-447-7900

市外

法人

運送

2120101032003 （株）アスウェル 和泉営業所

5940065

和泉市観音寺町34

5020001039881 （株）明日香

2200004

神奈川県横浜市西区北幸1-4-1

4030001090166 （株）アスコム

3570049

8120101040702 ａｓｔｅｒ（株）

5900403

天理ビル9F

5360022

大阪市城東区永田3-9-10

06-4258-6140

06-4258-6121

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

9010001096367 パニー関西支社

5306021

大阪市北区天満橋1-8-30

06-6881-3331

06-6881-3338

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

2013301030885 アズビル金門（株） 大阪支店

5770013

東大阪市長田中1-4-17

06-4308-8509

06-4308-8520

市外

法人

施設・設備の保守点検

4140001047485 （株）アセック

6600833

尼崎市南初島町12-6

06-6482-6660

06-6481-5455

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

1120901028192 （株）アセンサ 大阪オフィス

5320011

大阪市淀川区西中島3-18-9

06-6476-9235

06-6476-9236

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

2290001045328 （株）麻生 病院コンサルティング事業部

8200018

福岡県飯塚市芳雄町7-18

092-833-7754

092-833-7766

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

7290001006060 ㈱アソウ・ヒューマニーセンター大阪支店

5300003

大阪市北区堂島1-6-20

堂島アバンザビル4F

06-6348-5900

06-6348-3939

市外

法人

各種業務代行、人材派遣、各種企画・制
作

8120001060288 （株）アド電通大阪

5308228

大阪市北区中之島3-2-4

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ・ｳｴ
06-6484-8810
ｽﾄ

06-6484-8821

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

9120101047829 （株）アストエンジ

アズビル（株） アドバンスオートメーションカン

長田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

新大阪日大ﾋﾞﾙ811号
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
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方書
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令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号
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法人区分

入札参加希望業種（大分類）

7120001073852 アトラス情報サービス（株）

5410041

大阪市中央区北浜3-1-6

06-6231-0771

06-6202-3690

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

3120002051679 （有）アプレイザルカンサイ

5410048

大阪市中央区瓦町3-4-7

06-6223-2522

06-6223-2622

市外

法人

不動産鑑定

3020001019365 アマノ（株） 堺営業所

5938326

堺市西区鳳西町1-72-1

072-268-6306

072-268-6282

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

3020001019596 アマノマネジメントサービス（株） 大阪支店

5500012

大阪市西区立売堀1-6-17

06-6531-5713

06-6531-5612

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

9010001111877 （株）アメニティ

1010062

東京都千代田区神田駿河台2-10-4

03-6427-6780

03-6427-8210

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

5940002

和泉市上町437-1-708

0725-40-4121

0725-40-4121

市外

個人

建物・施設の維持管理

7120901020160 （株）アルカディア

5620001

箕面市箕面6-3-1

050-5830-0750 072-724-0455

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

3010801000426 ALSOKあんしんケアサポート（株）

1430023

東京都大田区山王1-3-5

03-3773-2021

03-3773-7912

市外

法人

緊急通報装置受信業務
医療検査・検診・健康指導

8120001092901 ＡＬＳＯＫ大阪（株）

5400012

大阪市中央区谷町2-3-4

06-6941-8400

06-6941-8401

市外

法人

建物・施設の維持管理

4120001112340 ＡＬＳＯＫ近畿㈱

5400012

大阪市中央区谷町2-3-4

06-6944-3131

06-6944-3345

市外

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

9180001051009 （株）アルティアセントラル

4600008

愛知県名古屋市中区栄1-29-29

052-229-1101

052-229-1102

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

5122001000326 （株）アレイサービス

5780943

東大阪市若江南町5-2-38

06-6726-5801

06-6726-1019

市外

法人

調査・測定

3120002055696 （有）ａｒｅｃ

5410048

大阪市中央区瓦町3-4-7

06-6223-7255

06-6223-6161

市外

法人

不動産鑑定

法人

調査・測定
運送
賃貸（リース・レンタル）
その他
各種業務代行・人材派遣

有森電気設備管理事務所

7140001004401 安西工業（株） 大阪支店

イージス・グループ有限責任事業組合

5470026

大阪市平野区喜連西5-2-7

5100061

三重県四日市市朝日町1-4

ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰ喜連西603号
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06-6703-6693

06-6703-0730

市外

059-359-7670

059-359-7671

市外

施設・設備の運営（運転）管理

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

7120102020753 （有）飯田舞台

5960826

岸和田市作才町1188

5060001000451 イートランド（株） 関西事業所

5320003

大阪市淀川区宮原5-1-18

1010005005059 EY新日本有限責任（監）

1000006

1120001081381 イオンディライト（株）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

072-220-7238

072-220-7238

市内

法人

施設・設備の運営（運転）管理

06-6152-9061

06-6152-9062

市外

法人

給食調理業務

東京都千代田区有楽町1-1-2

06-6940-0100

06-6363-5870

市外

法人

不動産鑑定
会計監査
情報セキュリティ監査

5420081

大阪市中央区南船場2-3-2

06-6260-2098

06-6260-2280

市外

法人

建物・施設の維持管理

8011101001721 イカリ消毒（株） 大阪中央営業所

5770013

東大阪市長田中2-2-4

06-4307-6874

06-4307-6872

市外

法人

建物・施設の維持管理

5120001041225 （株）いけうち

5500011

大阪市西区阿波座1-15-15

06-6538-1075

06-6538-4023

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5120001054045 池田泉州オートリース(株)

5320003

大阪市淀川区宮原4-5-36

06-6398-0888

06-6398-0880

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5010001036665 石垣メンテナンス（株） 大阪支店

5320003

大阪市淀川区宮原3-3-1

06-6350-0171

06-6350-0255

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

3220001000949 （株）石川コンピュータ・センター 大阪支店

5340024

大阪市都島区東野田町1-20-5

06-4801-7006

06-4801-7308

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

新大阪第27松屋ﾋﾞﾙ701

第一協業ﾋﾞﾙ

大阪京橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

5130001019815 石黒メディカルシステム（株） 東大阪支店

5770062

東大阪市森河内東1-26-19

06-4308-5710

06-4308-5772

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

4120101036150 石田運送（株）

5960022

岸和田市戎町9-51

072-422-6160

072-432-0459

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

3120101036176 石橋建設（株）

5960812

岸和田市大町4-14-22

072-445-7705

072-445-7710

市内

法人

建物・施設の維持管理
その他

5960825

岸和田市土生町5-8-13

072-428-2305

072-428-2305

市内

個人

建物・施設の維持管理

5120101042148 泉環境整備（株）

5950075

泉大津市臨海町2-1

0725-21-1612

0725-21-6341

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120101041220 （株）泉クリーンサービス

5940042

和泉市箕形町3-10-10

0725-53-0957

0725-54-0037

市外

法人

建物・施設の維持管理

石丸電気設備管理事務所
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

2140001047660 泉興業（株）

6600051

兵庫県尼崎市東七松町1-15-20

8120101041196 和泉出版印刷㈱

5400026

大阪市中央区内本町1-1-6

9120101055245 和泉白蟻（株）

5960823

3120101041201 （株）和泉セレモニーセンター 岸和田支店

596-0823

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
運送
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

06-6488-5005

06-6488-6109

市外

法人

06-6946-1073

06-6946-7684

市外

法人

岸和田市下松町5072

072-438-8921

072-432-2647

市内

法人

建物・施設の維持管理

岸和田市下松町1199-8

072-428-7188

0725-44-9416

準市内

法人

賃貸（リース・レンタル）
葬祭業務

本町カノヤビル

7120105006122 社会福祉法人 いずみ野福祉会

5960808

岸和田市三田町1336

072-445-5373

072-445-1427

市内

法人

建物・施設の維持管理
各種企画・制作
クリーニング
その他

7120101041214 和泉マルタマフーズ（株）

5940042

和泉市箕形町4-1-15

0725-53-0661

0725-53-1041

市外

法人

給食調理業務

4130001019931 （株）イセトー 営業統括本部

5500005

大阪市西区西本町1-3-15

06-4390-8070

06-4390-8039

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

9120001109274 一冨士フードサービス（株） 近畿支社

5530003

大阪市福島区福島4-6-31

06-6458-3901

06-6458-3008

市外

法人

給食調理業務

7010901005494 いであ（株） 大阪支社

5598519

大阪市住之江区南港北1-24-22

06-4703-2812

06-4703-2814

市外

法人

調査・測定
気象情報
その他

2122001009386 （株）伊藤伊大阪

5798013

東大阪市西石切町1-11-30

072-980-6550

072-987-5220

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

9120001014301 （株）イトーキ 関西支社

5410047

大阪市中央区淡路町1-6-11

06-6223-3121

06-6223-0997

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

7120101000723 （株）井上設備サービス

5900002

堺市堺区砂道町1-8-15

072-223-7921

072-223-9817

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

5120001027117 井原工業（株）

5510021

大阪市大正区南恩加島5-8-6

06-6553-9221

06-6553-7675

市外

法人

施設・設備の保守点検

9200001013229 （株）イビソク 大阪営業所

5580031

大阪市住吉区沢之町2-6-11-405

06-6605-1311

06-6605-1322

市外

法人

調査・測定
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）その他
文化財保存・修復

8120101000854 今井明飾（株）

5918037

堺市北区百舌鳥赤畑町3-156-2

072-255-8800

072-259-3881

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120001074740 （株）イムラ封筒 大阪営業部

5420076

大阪市中央区難波5-1-60

06-6586-6436

06-6586-9451

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6120001060802 （株）伊与不動産鑑定所

5300047

大阪市北区西天満5-15-18

06-6363-2410

06-6363-2420

市外

法人

不動産鑑定

9120001022378 （株）岩崎太子堂

5430051

大阪市天王寺区四天王寺1-14-24

06-6779-6125

06-6779-6126

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

5120101048104 岩崎美装（株）

5960801

岸和田市箕土路町1-18-6

072-440-1000

072-440-1005

市内

法人

建物・施設の維持管理

1120001037350 （株）イング

5560011

大阪市浪速区難波中1-10-4

南海野村ﾋﾞﾙ3階

06-6632-5527

06-6641-0461

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

5010001080795 ㈱インソース大阪支社

5500002

大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル18F

06-6445-3111

06-6445-3222

市外

法人

医療検査・検診・健康指導、各種企画・制
作、情報処理・コンピューター関連、各種
業務代行、人材派遣

6010001011147 （株）インターネットイニシアティブ

1020071

東京都千代田区富士見2-10-2

03-5205-6500

03-5205-6441

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
情報セキュリティ監査

1080401020976 （株）インタラック関西東海

4300935

静岡県浜松市中区伝馬町311-14

053-456-8171

053-455-3891

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

8150001000159 （株）インテック

6308013

奈良県奈良市三条大路1-10-6-2

0742-35-4030

0742-35-4031

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2230001000255 本公共ソリューション部

5318577

大阪市北区豊崎5-4-19

06-6376-3396

06-6376-2884

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

3010401131679 （株）インフォマティクス 大阪営業所

5560011

大阪市浪速区難波中2-10-70

06-6633-0803

06-6633-0804

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1170001002622 （株）ヴァイオス

6400112

和歌山県和歌山市西庄295-9

073-452-9356

073-451-3056

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

3120001108942 ㈱ヴァルク

5980034

泉佐野市長滝3870

072-490-3456

072-490-3457

市外

法人

施設・設備の運営(運転)管理、建物・施
設の維持管理

3120901017581 （株）ウィット

5690071

高槻市城北町1-14-17-501

072-668-3275

072-668-3276

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

5140001027189 （株）ウィニスト

6500033

神戸市中央区江戸町95

078-381-6026

078-381-6027

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

（株）インテック 行政システム事業本部 西日
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

1120001094367 （株）ウィル・インターナショナル

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5300003

大阪市北区堂島2-2-28

ｵｰｸ堂島ﾋﾞﾙ6階

06-4799-9488

06-4799-9489

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

2010501010131 大阪営業所

5320003

大阪市淀川区宮原2-14-10

中尾ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ4F

06-7662-7420

06-7662-7421

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6120001115597 Ｗｉｎｔｅｃ Ｊａｐａｎ（株）

5410058

大阪市中央区南九宝寺町3-2-7

第一住建南久宝寺町ﾋﾞﾙ
06-6243-2877
4F

06-6243-2887

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

7120001117337 （株）ウインライフ

5500014

大阪市西区北堀江2-16-7

06-6535-7200

06-6535-7201

市外

法人

損害保険取扱代理業

（株）ウイン・インターナショナル 第二営業部

7010401085351 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 関西支店

5320011

大阪市淀川区西中島3-9-12

7120101036206 植駒造園（株）

5960054

岸和田市宮本町28-6

6010401003504 （株）ウェザーニューズ

2610023

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3

空研ﾋﾞﾙ

幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ

06-6302-7771

06-7656-1647

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
調査・測定
情報処理・コンピューター関連
建物・施設の維持管理

072-422-2472

072-423-5008

市内

法人

建物・施設の維持管理

043-274-5590

043-296-3763

市外

法人

気象情報

4260001000622 （株）ウエスコ 関西支社

5400021

大阪市中央区大手通2-2-13

06-6943-1486

06-6943-1487

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

3120101036218 （株）植安

5960073

岸和田市岸城町11-47

072-431-0029

072-422-8184

市内

法人

建物・施設の維持管理

8120101036221 （株）上ヤマダ工務店

5960063

岸和田市大手町9-3

072-437-2800

072-437-0137

市内

法人

落書き洗浄業務

7140001053407 （株）ウェルクル

5410041

大阪市中央区北浜3-1-6

06-6484-7321

06-6484-7657

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種企画・制作

5011101016763 所

5840069

富田林市錦織東3-11-5

0721-20-1470

0721-20-1472

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

6010401021472 （株）ウォーターテック 関西支店

5500013

大阪市西区新町2-20-6

06-7653-8941

06-7653-7354

市外

法人

建物・施設の維持管理

8140001003055 ウオクニ㈱

6570842

神戸市灘区船寺通4-5-16

078-801-7755

078-801-9375

市外

法人

その他

1120001074930 （株）魚国総本社

5410045

大阪市中央区道修町1-6-19

06-6478-5700

06-6478-5702

市外

法人

給食調理業務

（株）ウォーターエージェンシー 南大阪営業

ｻﾝ北浜ﾋﾞﾙ4階

9/85

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

1010001034730 （株）内田洋行 大阪支店

郵便番号

住所（委任先）

5408520

大阪市中央区和泉町2-2-2

方書

電話番号

06-6920-2742

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

06-6920-2796

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

5120101037791 （株）エアーメディックス

5960035

岸和田市春木泉町16-14

072-439-0639

072-433-0557

市内

法人

施設・設備の保守点検
医療検査・検診・健康指導
賃貸（リース・レンタル）
その他

7140001004624 エア・ウォーター防災（株） 大阪支社

5320004

大阪市淀川区西宮原2-1-3

06-6394-9520

06-6394-9532

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

6012401009753 エア・ウォーター・メディエイチ（株）

1410031

東京都品川区西五反田2-12-3

03-5437-5951

03-5437-5958

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行、人材派遣
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定

8130001022007 エア・ウォーター・リンク（株） 大阪支店

5640063

吹田市江坂町1-9-8

06-4861-7377

06-4861-7378

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

3011101036128 （株）エイジェック 行政総合事業部

1630646

東京都新宿区西新宿1-25-1

新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ46階

03-3349-8206

03-3349-8207

市外

法人

建物・施設の維持管理
医療検査・検診・健康指導
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

8122001030428 （株）ＨＲＣコンサルティング

5770022

東大阪市荒本新町8-27

豊田ﾋﾞﾙ301

06-6788-0514

06-6788-0500

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作

7140001076416 （株）ＨＥＲ

6752113

兵庫県加西市網引町2001-39

0790-49-3220

0790-49-1199

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

4120001069192 エイチ・エス写真技術（株） 堺営業所

5928333

堺市西区浜寺石津町西2-2-20

072-241-1839

072-241-1950

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

4011001059252 （株）エイテック 大阪支店

5300043

大阪市北区天満1-16-8

06-6354-1985

06-6354-1984

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

7260001000735 （株）エイト日本技術開発 関西支社

5320034

大阪市淀川区野中北1-12-39

06-6397-3888

06-6397-5353

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

6120001061197 エイトレント（株）

5420086

大阪市中央区心斎橋2-2-3

06-6211-8663

06-6211-8863

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5120101043492 （株）エイビック

5940022

和泉市黒鳥町3-4-8

0725-46-5332

0725-46-8199

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

4120101022092 （株）エー・エス・ジー 南大阪営業所

5960047

岸和田上野町東1-26-1007

3120101052859 ㈱AMT

5998114

堺市東区日置荘西町3-5-2

アカツキビル

10/85

072-287-5671

072-287-5669

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣

072-287-0555

072-247-5580

市外

法人

建物・施設の維持管理、各種業務代行、
人材派遣

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

地域区分

法人区分

7120001103329 （株）エーシーユー 南大阪営業所

5830876

羽曳野市伊賀5-1-5

072-953-7200

072-953-7218

市外

法人

建物・施設の維持管理

4140001017307 （株）エーステック

6540044

兵庫県神戸市須磨区稲葉町1-1-3

078-733-2110

078-734-5295

市外

法人

施設・設備の保守点検

2010401004266 エームサービス（株）

1070052

東京都港区赤坂2-23-1

03-6234-7500

03-6234-7680

市外

法人

給食調理業務

9020001057426 ㈱エコシティサービス

2240032

横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33

045-941-5725

045-941-5726

市外

法人

各種業務代行、人材派遣

5120101057063 エコテクノ（株）

5960047

岸和田市上野町東1-26-609

072-479-3775

072-479-3776

市内

法人

各種企画・制作
その他

6120001138978 （株）エコ・テクノ 枚方支店

5730171

枚方市北山１－５４－５５

072-864-1623

072-857-7637

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5012801000222 （株）エスアールエル

1630409

東京都新宿区西新宿2-1-1

03-6279-0939

03-6279-0978

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

8120101036964 エスアイライフサポート㈱

5960057

岸和田市筋海町６－１０

072-437-9861

072-437-9889

市内

法人

保険

9120101036261 （株）エスオーシー

5960031

岸和田市春木大小路町6-16

072-439-3529

072-439-3972

市内

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

4122001015110 エスク（株）

5740077

大東市三箇4-18-18

072-871-1065

072-875-4176

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

1120103002797 （合）エスデーエル

5970094

貝塚市二色南町4-7

072-438-6321

072-438-6421

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

5010601031801 SBSロジコム（株）

1300012

東京都墨田区太平4-1-3

03-3829-2718

03-3829-3499

市外

法人

運送

3120101001304 （株）エス・ピー・シー

5900064

堺市堺区南安井町5-2-2

072-221-3351

072-232-1443

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1120101048363 （株）エスユー

5960806

岸和田市摩湯町1032

072-440-1435

072-440-1436

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル
賃貸（リース・レンタル）

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作
調査研究・行政コンサルタント

5010001082973 （株）エデュケーショナルネットワーク

1020071

住所（委任先）

方書

サウスコア205号室

東京都千代田区富士見2-11-11

電話番号

令和２年１０月１日現在

03-5275-2101

11/85

ＦＡＸ番号

03-5275-2110

市外

入札参加希望業種（大分類）

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

地域区分

法人区分

5240001006562 （株）エヌ・イーサポート 大阪支店

5550033

大阪市西淀川区姫島5-4-10

06-6472-9772

06-6472-9779

市外

法人

調査・測定

8010401021784 ＮＥＣキャピタルソリューション（株）

5400001

大阪市中央区城見1-4-24

06-6945-3731

06-6945-3730

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

7010601022674 本部

1368627

東京都江東区新木場1-18-7

03-5534-2625

03-5534-2559

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

7010401022924 NECネクサソリューションズ（株） 関西支社

5408551

大阪市中央区城見1-4-24

06-6945-3617

06-6945-3601

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6010001135680 NECネッツエスアイ（株） 関西支社

5408551

大阪市中央区城見1-4-24

06-6945-8710

06-6945-8705

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

3010401022977 ＮＥＣフィールデイング（株） 南大阪支店

5900075

堺市堺区南花田口町2-3-20

050-3146-7830 072-233-3201

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

4010401022919 カスタマーセンター

5340024

大阪市都島区東野田町1-7-4

06-6948-5185

06-6948-5760

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
施設・設備の保守点検

9170001005122 （株）NAC総建 大阪支店

5310071

大阪市北区中津1丁目18番18号

06-6136-7773

06-6136-7774

市外

法人

各種企画・制作
調査・測定

4010401004900 エヌエス環境（株） 西日本支社

5640062

吹田市垂水町2-36-27

06-6310-6222

06-6310-7529

市外

法人

調査・測定

5120101036273 （株）エヌ・エヌ・シー

5960011

岸和田市木材町11-5

072-433-0009

072-433-0010

市内

法人

廃棄物処分・引取り・リサイクル

8120001072787 ＮＣＳ＆Ａ（株）

5406316

大阪市中央区城見1-3-7

06-6946-1991

06-6946-0909

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5010001067669 （株）エヌジェーシー 大阪支社

5310001

大阪市北区梅田1-11-4-2200

06-6136-3230

06-6136-3231

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

3011101003581 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）

1600022

東京都新宿区新宿2-13-12

03-3350-5171

03-3350-5562

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3010401036746 NTTタウンページ（株） ソリューション営業部

1640011

東京都中野区中央3-24-9

03-6279-3097

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

8010401005011 ＮＴＴ・TCリース（株）関西支店

5410046

大阪市中央区平野町2-3-7

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

NECソリューションイノベータ（株） 営業統括

NECマグナスコミュニケーションズ（株） 大阪

住所（委任先）

方書

若杉ﾋﾞﾙ303号

松下IMPﾋﾞﾙ

アーバンエース北浜ビル

12/85

電話番号

令和２年１０月１日現在

06-6233-5501

ＦＡＸ番号

06-6233-8306

入札参加希望業種（大分類）

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

9010601021385 （株）エヌ・ティ・ティ・データ

郵便番号

1356033

住所（委任先）

方書

東京都江東区豊洲3-3-3

4120001054120 （株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

5300003

大阪市北区堂島3-1-21

1010001067912 （株）NTTドコモ 関西支社

5300001

大阪市北区梅田1-10-1

3010401005008 （株）NTTファシリティーズ 関西事業本部

5500001

大阪市西区土佐堀1-4-14

電話番号

03-5546-8202

梅田DTﾀﾜｰ

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

03-5546-2005

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

市外

法人

収納代行業務

050-5545-3101 06-6455-3268

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

06-6457-8514

06-6457-4363

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

06-6446-7462

06-6446-4857

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

4120001014405 （株）ＮＴＴフィールドテクノ 関西支店

5340024

大阪市都島区東野田町4-15-82

06-6450-5140

06-6881-5168

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
情報セキュリティ監査
緊急通報装置受信業務

1120001100018 （株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト

5340024

大阪市都島区東野田町4-15-82

06-6450-5460

06-6881-5273

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
情報処理・コンピューター関連

9120002041377 ＮＤネットサービス（有）

5900984

堺市堺区神南辺町2-90-5

072-229-5252

072-229-7171

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

2120001108992 （株）エネゲート

5310077

大阪市北区大淀北1-6-110

06-6458-7301

06-6458-7303

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

2160001003901 エネサーブ（株）

5202152

滋賀県大津市月輪2-19-6

077-543-6330

077-543-6331

市外

法人

電力供給・購入

9160001001717 （株）エフウォーターマネジメント 大阪事務所

5370003

大阪市東成区神路1丁目7-4

ユニバーサルバンクビルﾞ
06-6975-7660
301号室

06-6975-7661

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

8010001098785 （株）エフエスユニ 大阪営業所

5640053

吹田市江の木町27-15

06-6310-6780

06-6310-6782

市外

法人

施設・設備の保守点検

7010401089360 （株）エフエスユニマネジメント

1080023

東京都港区芝浦3-4-1

03-5442-7661

03-5442-7662

準市内

法人

施設・設備の運営（運転）管理
病院滅菌業務

F．M．S

5900526

泉南市男里6-8-43

072-484-3892

072-484-3892

市外

個人

各種企画・制作

2010701022133 （株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

1080023

東京都港区芝浦3-1-21

03-5544-8672

03-5544-8404

市外

法人

電力供給・購入

1120101057182 （株）エブリーサービス

5960042

岸和田市加守町3-6-9

072-477-5887

072-477-4828

市内

法人

運送
廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

13/85

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

3120001054195 （株）エム・イー・サイエンス

5320002

大阪市淀川区東三国4-14-24

06-6394-6300

06-6394-6449

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

4011101003449 （株）エム・エイチ・アイ

1690075

東京都新宿区高田馬場4-39-7

03-3371-1481

03-3371-1482

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
その他

2010001005697 （株）MMコーポレーション

1130033

東京都文京区本郷3-4-6

03-3816-3546

03-3816-1954

市外

法人

施設・設備の保守点検
運送

1120001096883 エムオーティ（株）

5460023

大阪市東住吉区矢田2-16-15

06-7650-8766

06-6697-9600

準市内

法人

運送

1140001048230 （株）ＭＣエバテック 分析事業部

6600095

兵庫県尼崎市大浜町2-30

06-6416-5200

06-6416-5311

市外

法人

調査・測定

8010401084666 エム・シー・ヘルスケア（株）

1080075

東京都港区港南2-16-1

03-5781-7808

03-5781-7809

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

5030001100832 （株）Ｍ’ｓジャパン

3591145

埼玉県所沢市大字山口373-9

04-2926-7437

04-2001-1115

市外

法人

調査・測定

5120001037512 （株）エムズジャパンセキュリティ

5500011

大阪市西区阿波座1-13-11

06-6537-3939

06-6537-3434

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

6011101023123 （株）エムティーアイ

1631435

東京都新宿区西新宿3-20-2

03-5333-6789

03-5333-6791

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

8120001016224 （株）エムライン

5540032

大阪市此花区梅町2-2-25

06-6468-7505

06-6468-7510

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

1100001014640 （株）エラン

3900826

長野県松本市出川町15-12

0263-29-2680

0263-88-7910

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

4120001118040 （株）エルアンドエル 大阪営業所

5410046

大阪市中央区平野町4-6-46

06-6203-8655

06-6203-8622

市外

法人

施設・設備の保守点検

1010401068675 （株）ＬＳＩメディエンス

1010047

東京都千代田区内神田1-13-4

03-5577-0601

03-5577-0651

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

9010801001856 （株）エルコム 大阪営業所

5320011

大阪市淀川区西中島6-8-20

06-6838-4851

06-6838-4852

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

6120901010526 （株）エンジニアサカウエ

5690081

高槻市宮野町12-20

072-674-3608

072-674-3682

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

ｸﾞﾛｯﾂﾍﾞｯｹﾙﾄﾋﾞﾙ8F

花原第7ﾋﾞﾙ2階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

2010701025490 オイレスＥＣＯ（株） 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島5-12-8

3120005010483 （医）桜峰会 香川クリニック

5310076

大阪市北区大淀中3-13-13

9120001121031 応用技術（株）

5300015

大阪市北区中崎西2-4-12

2010001034531 応用地質（株） 関西事務所

5320021

7120001109334 OESアクアフオーコ（株）

方書

ｴｽ・ﾃｨ・ｴｽﾋﾞﾙ3階

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-4806-6211

06-4806-6311

市外

法人

施設・設備の保守点検

06-6455-6708

06-6455-6707

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

06-6373-0440

06-6373-0441

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

大阪市淀川区田川北2-4-66

06-6885-6357

06-6885-6379

市外

法人

6680831

兵庫県豊岡市神美台157-76

0796-29-5210

0796-29-5212

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

4320001000673 （株）オーイーシー

8700037

大分市東春日町17-57

097-537-1212

097-537-2694

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

3120002067171 （有）ＯＭＫ

5420081

大阪市中央区南船場1-17-11

06-6265-1755

06-6265-1756

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

5010001039404 （株）オーエンス 大阪支店

5410046

大阪市中央区平野町2-3-7

06-6226-0511

06-6484-7796

市外

法人

建物・施設の維持管理

1011001004657 （株）オークス

1510053

東京都渋谷区代々木2-7-7

03-3320-4880

03-3320-5975

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
情報処理・コンピューター関連
医療検査・検診

4120001092789 大阪ガスセキュリティサービス（株）

5320024

大阪市淀川区十三本町3-6-35

06-6306-2061

06-6306-5055

市外

法人

建物・施設の維持管理
緊急通報装置受信業務

1120001073742 大阪ガスファイナンス（株）

5410051

大阪市中央区備後町3-6-14

06-6264-3007

06-6264-3000

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2120001073915 （株）大阪ガスファシリティーズ

5370025

大阪市東成区中道1-4-2

06-6978-5850

06-6978-5856

市外

法人

建物・施設の維持管理

2120001158583 ㈱大阪環境

5700002

守口市佐太中町3-1-21

06-6904-0401

06-6904-1374

市外

法人

調査・測定、建物・施設の維持管理

9120901000458 （株）大阪環境技術センター

5670052

茨木市室山2-13-1

072-643-2258

072-643-2268

市外

法人

調査・測定

5120101036298 大阪環境整備（株）

5960102

岸和田市山直中町631

072-441-2338

072-441-2338

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

梅田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

上野BRﾋﾞﾙ
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調査研究・行政コンサルタント

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5120001034063 大阪環境保全（株）

5580013

大阪市住吉区我孫子東2-6-17

06-6609-5381

06-6609-5380

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

5120005017576 大阪・下水道メンテナンス事業（協）

5330033

大阪市東淀川区東中島1-18-22

06-6321-7188

06-6321-7189

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6120101054621 （株）大阪広域防災

5970021

貝塚市小瀬40-1

072-424-8749

072-424-8749

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120101036300 大阪コンビナートバス（株）

5960002

岸和田市吉井町2-23-1

072-444-6060

072-444-0548

市内

法人

運送

6120005006470 （協）大阪再生資源業界近代化協議会

5420066

大阪市中央区瓦屋町1-4-2

06-6191-6432

06-6191-6433

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

4120005007883 （非）大阪自然史センター

5470001

大阪市平野区加美北8-1-18

06-6697-6262

06-6697-6306

市外

法人

各種企画・制作、その他

8120001129091 大阪書籍印刷（株）

5550044

大阪市西淀川区百島1-3-78

06-6476-3324

06-6476-3329

市外

法人

各種企画・制作

ｴﾙﾝﾃ105

建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120001130775 （株）大阪水道総合サービス

5450051

大阪市阿倍野区旭町1-2-7

06-6633-1100

06-6633-1120

市外

法人

6120101001375 大阪設備管理（株）

5900833

堺市堺区出島海岸通4-7-16

072-241-4818

072-241-4825

市外

法人

5120101005096 大阪第一交通（株）

5900984

堺市堺区神南辺町1-45-1

072-232-6764

072-238-0957

市外

法人

運送

9010001122288 （株）大阪ダイケンビルサービス

5300003

大阪市北区堂島1-5-17

06-6344-6040

06-6344-7501

市外

法人

建物・施設の維持管理

9122005002587 大阪電気保安協同組合

5810037

八尾市太田3-217-11

072-949-3125

072-949-3128

市外

法人

建物・施設の維持管理

5120005003584 （一財）大阪府結核予防会

5410045

大阪市中央区道修町4-6-5

06-6202-6666

06-6202-6686

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

1120005007903 大阪府森林組合 泉州支店

5941115

和泉市平井町300-3

0725-58-2025

0725-58-2046

市外

法人

建物・施設の維持管理

4122005002798 （一財）大阪防疫協会

5770803

東大阪市下小阪4-12-10

06-6725-1811

06-6725-1813

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

16/85

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

9122001008489 大阪メディカルシステムサービス（株）

5780956

東大阪市横枕西7-27

072-962-7117

072-962-7115

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

6120005006776 大阪リサイクル事業（協）

5450051

大阪市阿倍野区旭町1-2-7-213

06-6586-6280

06-6586-6285

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

3120001128585 大代ゼンテックス（株）

5500027

大阪市西区九条1-26-9

06-6581-0300

06-6581-0299

市外

法人

建物・施設の維持管理

9120101001249 （株）おおつか工芸

5900048

堺市堺区一条通8-19

072-238-0101

072-238-0138

市外

法人

各種企画・制作

1010001012983 （株）大塚商会 LA関西営業部

5538558

大阪市福島区福島6-14-1

06-6456-2691

06-6456-2648

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

4120001042125 （株）オーティーオー技術研究所

5300043

大阪市北区天満1-5-2

06-6881-1401

06-6881-1403

市外

法人

調査・測定

3120001085521 大林ファシリティーズ（株） 大阪支店

5410051

大阪市中央区備後町1-7-10

06-4964-1651

06-4964-1653

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

1240001030054 （株）オービス 大阪営業所

5330033

大阪市東淀川区東中島1-21-15-201

06-6325-3914

06-6325-3944

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9011101043936 (株)オープンループパートナーズ

1600022

東京都新宿区新宿4-3-17

03-5368-3088

03-5368-3188

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

3122001016068 阪支店

5700092

守口市日光町3-12

06-6998-5201

06-6998-5203

市外

法人

建物・施設の維持管理

4120101051406 緒方総合鑑定（株）

5900078

堺市堺区南瓦町1-19

ｸﾞﾗﾝ･ﾋﾞﾙﾄﾞ堺東907号

072-229-7606

072-229-7607

市外

法人

不動産鑑定

5670829

茨木市双葉町16-27

ﾎﾞﾝﾒｿﾞﾝﾌﾀﾊﾞ102

072-652-5070

072-652-5071

市外

個人

医療検査・検診・健康指導

7010401006126 沖電気工業（株） 関西支社

5410051

大阪市中央区備後町2-6-8

06-6260-5111

06-6260-5777

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

2122001014758 奥アンツーカ（株） 近畿支店

5770012

東大阪市長田東3-2-7

06-6743-3366

06-6743-3360

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

6120101038013 奥田商工（株） 岸和田営業所

5960822

岸和田市額原町1043

072-431-3477

072-431-3477

準市内

法人

建物・施設の維持管理

（株）オオヨドコーポレーション Ｐテックス社大

岡本医院
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120101036351 奥野工業（株）

5960103

岸和田市稲葉町175

072-479-0890

072-479-1164

市内

法人

運送
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120001076671 （株）オフィス・オルタナティブ

5300041

大阪市北区天神橋2-北2-25

06-6585-0662

06-6585-0689

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

9120001062589 （株）オプテージ

5408622

大阪市中央区城見2-1-5

06-7501-8474

06-7501-8515

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
調査研究・行政コンサルタント

9010401087651 （株）オペレーションサービス

1050014

東京都港区芝2-22-17

03-5439-1211

03-5439-1212

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
その他

4011001005165 （株）オリエンタルコンサルタンツ 関西支社

5300005

大阪市北区中之島3-2-18

06-6479-2551

06-6479-2320

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

5120001147567 オリエントハウス（株） 大阪支店

5720025

寝屋川市石津元町13-33

072-828-2592

072-827-9514

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8011001065098 オリジナル設計（株） 大阪事務所

5410048

大阪市中央区瓦町2-2-7

06-6223-1200

06-6223-1222

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2011101037845 佐野営業所

5980047

泉佐野市りんくう往来南2-2

072-463-3330

072-463-3390

市外

法人

施設・設備の保守点検

6011101004370 （株）会議録研究所

1620844

東京都新宿区市谷八幡町16

03-3267-6051

03-3267-8199

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

7120001062129 （株）櫂総合プランニング

5500005

大阪市西区西本町1-9-18

06-6534-6150

06-6534-6151

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

7010501005845 開発エンジニアリング（株） 大阪事務所

5410057

大阪市中央区北久宝寺町1-7-9

06-6260-7105

06-6271-7366

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6020001072428 化工機プラント環境エンジ（株） 大阪支店

5410042

大阪市中央区今橋2-5-8

06-6227-1660

06-6227-9784

市外

法人

建物・施設の維持管理

6120002056980 (有)春日不動産鑑定事務所

5410047

大阪市中央区淡路町3-3-2-801

06-6202-2060

06-6202-2071

市外

法人

その他

8010005014433 （一社）火葬研

1010054

東京都千代田区神田錦町2-5-9

03-3518-2821

03-3518-2820

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

8120101039546 （株）カタナヤ 岸和田支店

5960053

岸和田市沼町21-8

072-439-3737

072-463-6575

準市内

法人

賃貸（リース・レンタル）

オリンパスメディカルサイエンス販売（株） 泉

住友中之島ﾋﾞﾙ

ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ102
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

4120101039459 カタナヤ商事（株）

5980008

泉佐野市松風台2-1-15

072-462-2727

072-463-6575

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8120001022882 （株）学校事務機センター

5430021

大阪市天王寺区東高津町7-11

06-6762-1525

06-6764-1631

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8120101047020 （株）葛城書店

5941121

和泉市下宮町243-2

0725-92-0079

0725-92-0197

市外

法人

学力検査他

9120101002321 （株）桂総合鑑定事務所

5938327

堺市西区鳳中町5-162-10

072-264-7518

072-264-0074

市外

法人

不動産鑑定

5950812

泉北郡忠岡町忠岡中1-29-26

0725-32-5019

0725-31-0373

準市内

個人

施設・設備の保守点検

2120102024602 （有）カネイ産業

5980006

泉佐野市市場西1-8-23

072-465-6003

072-465-6004

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

1120101036401 兼杉興業（株） レントオール岸和田

5960061

岸和田市大北町1-3

072-437-2230

072-437-2231

市内

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

6470001000095 鎌長製衡（株） 大阪支店

5640052

吹田市広芝町10-28

06-6339-0131

06-6339-0139

市外

法人

施設・設備の保守点検

7120001056023 （株）神内電機製作所 大阪支店

5320027

大阪市淀川区田川2-5-31

06-6308-3861

06-6308-0389

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120002035076 （有）カミング

5590034

大阪市住之江区南港北2-1-10

06-6614-0811

06-6614-5526

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2080401001323 （株）河合楽器製作所 松原店

5900044

松原市田井城1-1-1

072-334-5900

072-331-7229

市外

法人

ピアノ調律

4130001010295 河北印刷（株）

6018461

京都市南区唐橋門脇町28

075-691-5121

075-671-8236

市外

法人

各種企画・制作

1140001005719 川崎重工業（株） 関西支社

5300057

大阪市北区曽根崎2-12-7

06-6484-9317

06-6484-9330

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

3140002045472 （有）川崎商店

6600806

兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-45

06-6488-7000

06-6401-0088

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5970021

貝塚市小瀬448

072-431-2791

072-431-2791

市外

個人

建物・施設の維持管理

金沢商店

川崎電気設備管理事務所

ｵｰｸ江坂ﾋﾞﾙ

ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄｲｽﾞﾐﾔ2Ｆ

清和梅田ﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

地域区分

法人区分

6010601032220 川重環境エンジニアリング（株）

1350042

東京都江東区木場2-17-12

03-5809-8360

03-5809-9051

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

3160001012736 川重冷熱工業（株） 西日本支社

5330033

大阪市東淀川区東中島1-19-4

06-6325-0307

06-6325-0306

市外

法人

施設・設備の保守点検

2120001077131 カワセコンピュータサプライ㈱

5410042

大阪市中央区今橋2-4-10

06-6222-7474

06-6222-7483

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

川端造園 岸和田営業所

5960814

岸和田市岡山町1534

072-443-8577

072-443-9537

準市内

個人

建物・施設の維持管理

3180001035322 川本サービス㈱関西支店

5330005

大阪市東淀川区瑞光3-8-20

06-6328-7734

06-6327-5707

市外

法人

施設・設備の保守点検

1030001086761 （株）カンエイメンテナンス 大阪支店

5330033

大阪市東淀川区東中島2-8-8-206

06-6160-5051

06-6160-5052

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
建物・施設の維持管理

1120001077248 （株）カンキョウ

5420081

大阪市中央区南船場1-11-9

06-6266-9169

06-6266-9373

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

4290001012210 （株）環境開発 大阪営業所

5320011

大阪市淀川区西中島7-6-12

06-6305-3603

06-6305-3609

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理

8010001088968 （株）環境技術センター 大阪支店

5560021

大阪市浪速区幸町2-7-3

06-6561-6336

06-6561-6337

市外

法人

調査・測定

大広今橋ビル

長堀八千代ﾋﾞﾙ

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

3130001014157 環境計測（株）

6128419

京都市伏見区竹田北三ツ杭町84

075-643-0341

075-644-0645

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1140001075308 環境システム（株） 奈良環境分析センター

6308115

奈良県奈良市大宮町1-106-1

0742-36-7900

0742-36-7990

市外

法人

調査・測定

5120001077269 環境設計（株）

5410056

大阪市中央区久太郎町1-4-2

06-6261-2144

06-6261-2146

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

7130001033211 （株）環境総合リサーチ

6190237

京都府相楽郡精華町光台2丁目3-9

0774-41-0200

0774-95-6510

市外

法人

調査・測定

1130001025544 環境テクノス（株） 大阪支店

5700014

守口市藤田町2-15-10-201

06-4397-7240

06-4397-7241

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

1120001007221 （株）かんこう 大阪支店

5360006

大阪市城東区野江1-12-8

06-6935-6922

20/85

06-6935-6965

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

8150005000782 （公財）元興寺文化財研究所

6308392

奈良県奈良市中院町11

0742-23-1376

0742-27-1179

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
その他

7120101036453 （株）関西医療事務センター

5960049

岸和田市八阪町3-19-8

072-431-7763

072-431-7764

市内

法人

各種業務代行・人材派遣

9120005014743 （一財）関西環境管理技術センター

5500021

大阪市西区川口2-9-10

06-6583-3262

06-6583-3274

市外

法人

環境調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

9120101022963 （株）関西環境センター 堺営業所

5998276

堺市中区小阪635-3

072-276-0535

072-276-0536

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

1120001147595 関西環境リサーチ（株）

5720021

寝屋川市田井町21-30

072-835-5598

072-835-5276

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

3120901000579 関西技術コンサルタント（株）

5670881

茨木市上中条2-10-27

072-626-0205

072-626-0218

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6120001077326 （株）関西計画技術研究所

5400032

大阪市中央区天満橋京町1-26

06-6942-6852

06-6942-6853

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

7120101038061 関西工業（株）

5900903

堺市堺区松屋町2-63-2

072-222-2770

072-222-2780

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5120005015290 （一財）関西情報センター

5406305

大阪市中央区城見1丁目3番7号

06-6809-1093

06-6809-2093

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント

7120901023254 関西水道用品（株）

5610852

豊中市服部本町2-8-19

06-6863-6764

06-6866-0253

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

5130001023247 （株）関西総合鑑定所 大阪事務所

5410041

大阪市中央区北浜1-1-27

06-6121-3014

06-6228-7114

市外

法人

不動産鑑定

6120005015182 （一財）関西電気保安協会 貝塚営業所

5970033

貝塚市半田745-1

072-420-2727

072-420-2737

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120001059632 関西電力（株）

5308270

大阪市北区中之島3-6-16

06-7501-0214

06-6448-2329

市外

法人

電力供給・購入
その他

4120001027010 関西日立（株）

5500001

大阪市西区土佐堀1-3-7

06-4256-7414

06-4256-7415

市外

法人

施設・設備の保守点検

7120105007475 関西リサイクル環境事業（協）

5970093

貝塚市二色中町9-7

072-431-0501

072-432-1010

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

松下IMPﾋﾞﾙ5階

ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ大阪北浜509号
室

肥後橋ｼﾐｽﾞﾋﾞﾙ4階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

6140001068315 関西レコードマネジメント（株）

5300004

大阪市北区堂島浜1-4-4

06-7506-9714

06-7506-9715

市外

法人

その他
情報処理・コンピューター関連

1010901002720 管清工業（株） 大阪支店

5360007

大阪市城東区成育1-6-26

06-6934-2361

06-6934-2369

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

8140001054437 （株）管総研

6618567

尼崎市浜1-1-1

06-6470-6300

06-4960-4560

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

9120001077653 （株）KANSOテクノス

5410052

大阪市中央区安土町1-3-5

06-6263-7306

06-6263-7307

市外

法人

調査・測定
施設・設備の保守点検
調査研究・行政コンサルタント

3120001033422 （株）カンソー

5570033

大阪市西成区梅南1-7-31

06-6658-1534

06-6658-1622

市外

法人

建物・施設の維持管理

7010001014231 （株）カンツール 大阪営業所

5360007

大阪市城東区成育1-6-26

06-7711-3470

06-7711-3474

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2120001049428 （株）関電L&A

5550021

大阪市西淀川区歌島2-4-7

06-7507-1349

06-7178-1114

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8120001062598 （株）かんでんエンジニアリング 大阪南支店

5900906

堺市堺区三宝町7-363

072-238-4511

072-228-2396

市外

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

8120001062482 関電サービス（株）

5300047

大阪市北区西天満5-14-10

06-6365-1100

06-6363-2230

準市内

法人

情報処理・コンピューター関連
その他

6120001104328 （株）かんでんＣＳフォーラム

5340024

大阪市都島区東野田町1-5-14

3120901010677 （株）カンプリ

5690823

高槻市芝生町2-52-10

京橋フロントビル

06-4963-8838

06-6121-7195

市外

法人

072-679-4300

072-679-4311

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
各種業務代行、人材派遣
各種業務代行
人材派遣
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

3120101036473 （株）カンプリ泉州

5960072

岸和田市堺町1-4

072-432-1712

072-432-1713

市内

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

5130001014163 （株）カンポ

6128486

京都市伏見区羽束師古川町233

075-933-6030

075-934-5491

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5120001042421 （株）関薬

5500003

大阪市西区京町堀1-12-30

06-6443-2361

06-6443-2434

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5960076

岸和田市野田町2-18-14

072-438-6139

072-433-3248

市内

個人

施設・設備の保守点検
その他

岸田スポーツ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

7120001176770 （株）来島不動産鑑定書

郵便番号

住所（委任先）

5500002

大阪市西区江戸堀1-18-12

方書

ﾀﾏﾘｽﾋﾞﾙ6階

電話番号

06-6147-7165

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

06-6147-7166

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

市外

法人

不動産鑑定

4120001108792 （株）気象工学研究所

5500003

大阪市西区京町堀1-8-5

06-6441-1022

06-6441-1050

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
賃貸（リース・レンタル）
その他

4250001003147 （株）ぎじろくセンター

7550192

山口県宇部市大字西岐波1540-12

0836-51-6191

0836-54-0001

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1260001001961 （株）議事録発行センター

7000035

岡山市北区高柳西町1-23

086-255-1332

086-254-6557

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

1120101036509 岸和田運送（株）

5960821

岸和田市小松里町2194

072-445-5584

072-445-8817

市内

法人

運送

2120105005839 岸和田環境整備事業（協）

5960041

岸和田市下野町5-13-10

072-437-2107

072-439-4645

市内

法人

建物・施設の維持管理

6120101036512 岸和田観光バス（株）

5960001

岸和田市磯上町4-281-3

072-436-2222

072-436-2223

市内

法人

運送
旅行業

1120001134536 田

5960821

岸和田市小松里町2576

072-440-3444

072-440-3666

市内

法人

葬祭業務

2120101036532 岸和田設備工業（株）

5960052

岸和田市並松町8-17

072-423-0062

072-437-5757

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

8120105005841 岸和田造園緑化（協）

5960072

岸和田市堺町2-2

072-423-3800

072-423-3879

市内

法人

建物・施設の維持管理

1120102022895 （有）岸和田葬祭事業社

5960006

岸和田市春木若松町7-28

072-430-1059

072-430-1115

市内

法人

葬祭業務

3410001000946 北日本コンピューターサービス（株）

0100013

秋田県秋田市南通築地15-32

018-834-1811

018-834-1815

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1120101034636 北山電気工事（株）

5860011

河内長野市汐の宮町23-7

0721-53-7661

0721-53-7685

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

7120005010769 （医）橘甲会

5400013

大阪市中央区内久宝寺町3-4-1

06-6943-1306

06-6943-1316

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

1120001088534 キヤノンITSメディカル（株）

1408526

東京都品川区東品川2-4-11

03-6701-3610

03-6701-3611

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

（株）岸和田グランドホール シティホール岸和

ｼﾒﾉﾋﾞﾙ2階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

8060001013525 店

5900075

堺市堺区南花田口町2-3-20

072-221-6181

072-222-5784

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

3010001005457 キヤノンメディカルファイナンス（株）

1030013

東京都中央区日本橋人形町2-14-10

03-6371-4591

03-6371-1970

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
施設・設備の保守点検

2120001107994 キャリアマネジメントコンサルティング（株）

5500003

大阪市西区京町堀2-2-1

06-6459-3882

06-6459-3883

市外

法人

医療検査・検診・健康指導
各種業務代行・人材派遣

2011101023151 キャリアリンク（株）

1630433

東京都新宿区西新宿2-1-1

03-3340-5077

03-3340-5190

市外

法人

建物・施設の維持管理
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

1170001000923 紀陽情報システム（株）

6408392

和歌山市中之島2240

073-426-7538

073-422-0785

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

5120101008264 （株）共進

5920014

高石市綾園3-14-1

072-261-8384

072-264-7386

市外

法人

建物・施設の維持管理

キヤノンメディカルシステムズ（株） 南大阪支

06-4790-9351

06-4790-9356

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

06-6265-8461

06-6265-8462

市外

法人

会計監査
調査研究・行政コンサルタント

06-6396-4805

06-6394-4711

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3Ｆ

06-6167-9380

06-6167-9381

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

沢の鶴ﾋﾞﾙ

06-6203-1588

06-6203-3246

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

東京都新宿区若葉1-10-11

03-3353-1120

03-3353-1130

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

京都府京都市伏見区深草下横縄町15

075-641-8278

075-643-4282

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1010001100425 （株）ぎょうせい 関西支社

5400012

大阪市中央区谷町3-1-9

9010005005241 仰星（監） 大阪事務所

5410052

大阪市中央区安土町2-3-13

1012801000382 行政システム（株） 大阪支店

5320003

大阪市淀川区宮原4-1-6

1130001043777 （株）京都イングス 大阪支社

5360006

大阪市城東区野江1-12-19

6120001166590 共同印刷西日本（株）

5410046

大阪市中央区平野町2-1-2

1180301009250 （株）協働管財

1600011

2130001016204 京都工業（株）

6120007

（株）共立メンテナンス PKP事業本部 関西

ｽﾐﾀﾋﾞﾙ5Ｆ

大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ12階

1010001014427 支店

5410041

大阪市中央区北浜4-7-28

06-6233-3666

06-6222-6621

市外

法人

9120001062993 協和テクノロジィズ（株）

5300016

大阪市北区中崎1-2-23

06-6363-8800

06-6363-8809

市外

法人
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施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣
運送
給食調理業務
その他
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
その他
情報処理・コンピューター関連

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2120901006107 （株）極東技工コンサルタント

5640044

吹田市南金田2-3-26

06-6384-7791

06-6338-0630

市外

法人

調査・測定
情報処理・コンピューター関連

3040001020651 極東サービス（株） 大阪営業所

6600892

尼崎市東難波町5-9-1

06-6489-2828

06-6489-2826

市外

法人

施設・設備の保守点検

3120101049723 （株）旭宝

5960012

岸和田市新港町5-3

072-430-5118

072-430-5119

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

9170001001006 （株）紀和味善

6408286

和歌山市湊御殿1-6-6

073-423-1211

073-423-2992

市外

法人

その他

6120001142204 山医療営業所

6410062

和歌山市雑賀崎2017-29

073-448-1244

073-448-1266

市外

法人

施設・設備の保守点検
医療検査・検診・健康指導

6120002073984 (有)キンキオートバイ

5730112

枚方市尊延寺741-1

072-859-6655

072-860-7942

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル、その他

5122001001472 近畿興業（株）

5770805

東大阪市宝持1-6-25

06-6723-1984

06-6723-1988

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5120901006062 （株）キンキ酸器 大阪支店 美原センター

5870022

堺市美原区平尾3303-1

072-362-8885

072-362-8960

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

7120101059842 近畿商会㈱

5960816

岸和田市尾生町3-16-3

072-445-5404

072-445-5240

市内

法人

建物・施設の維持管理

8120001051601 キンキ寝具（株）

5330013

大阪市東淀川区豊里3-7-43

06-6327-7721

06-6329-2006

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

3120001063056 近畿設備（株）

5300043

大阪市北区天満3-9-6

06-6356-3977

06-6356-3978

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

3430001069336 近畿電気消防保安（株）

5300001

大阪市北区梅田3-3-10

06-6454-0072

06-6454-0073

市外

法人

建物・施設の維持管理

6120001063276 近畿電設サービス（株）

5300051

大阪市北区太融寺町1-17

06-6361-8739

06-6361-8740

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120001206309 支店

5560017

大阪市浪速区湊町1-4-38

06-6635-2627

06-6641-0072

市外

法人

1120101030783 近畿ビルサービス（株）

5840066

富田林市錦織北1-16-38

0721-25-2698

0721-24-4580

市外

法人

近畿エア・ウォーター（株） 和歌山支店 和歌

㈱近畿日本ツーリスト関西 関西法人ＭＩＣ È

近鉄新難波ビル6 ℉
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各種企画・制作、各種業務代行、人材派
遣、その他、調査研究、行政コンサルタン
ト
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
各種業務代行、人材派遣

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120101026518 近畿ビルテクノ（株）

5890031

大阪狭山市池之原3-1017-2

072-367-1032

072-367-1132

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
各種業務代行・人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

7120001078298 近畿無線工業（株）

5400021

大阪市中央区大手通2-3-9

06-6910-6688

06-6910-6699

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120901005848 キングラン関西（株）

5640043

吹田市南吹田5-1-12

06-6388-1481

06-6388-1480

市外

法人

クリーニング
賃貸（リース・レンタル）

4120001063237 きんでん関西サービス（株）

5370024

大阪市東成区東小橋1-13-13

06-6976-1220

06-6976-1660

市外

法人

建物・施設の維持管理

クスノキ

5960808

岸和田市三田町701-3

072-441-3990

072-465-5566

市内

個人

建物・施設の維持管理

7120101025142 （株）国中環境開発

5800026

松原市天美我堂3-67-1

072-333-1343

072-333-2358

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5120001111399 （株）クボタ建設 大阪支社 阪神事業所

6600095

兵庫県尼崎市大浜町2-26

06-6415-2078

06-6415-2153

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

1010001108872 （株）クマヒラ 関西支社

5410056

大阪市中央区久太郎町1-9-23

06-6262-2221

06-6262-6985

市外

法人

施設・設備の保守点検

6330001020405 熊本電力（株）

8620950

熊本県熊本市中央区水前寺6-36-9

096-284-1591

096-300-3831

市外

法人

電力供給・購入

9120901020373 クモノスコーポレーション（株）

5620035

箕面市船場東2-1-15

072-749-1188

072-749-1818

市外

法人

調査・測定
情報処理・コンピューター関連
その他

1120101039180 （株）グラップラー

5960054

岸和田市宮本町40-3

072-430-5772

072-484-0801

市内

法人

クリーニング他

2120001115147 （株）グリーンエコ

5420081

大阪市中央区南船場1-17-11

06-6484-5571

06-6484-5573

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

9120901017329 グリーンホスピタルサプライ（株）

5650853

吹田市春日3-20-8

06-6369-2296

06-6369-2235

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

9120001145922 （株）クレイブ

5580004

大阪市住吉区長居東1-8-9

06-4703-3357

06-4703-3457

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

9120002074030 ㈱クレセント

5730023

枚方市東田宮1-11-1 303号

072-846-5125

072-846-5578

市外

法人

各種業務代行、人材派遣

県庁東門前ﾋﾞﾙ

上野BRﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5180001078253 （株）グローバルキャスト

4536114

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾄ14Ｆ

052-433-7177

052-433-7178

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
電力供給・購入
その他

2122005002750 （特非）グローバル教育推進機構

5410056

大阪市中央区久太郎町4-2-15

星和city bld御堂8Ｆ

06-6210-2258

06-6210-5572

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

5070001021323 郡桐エコロ（株）

3700351

群馬県太田市新田大町600-26

0276-55-0500

0276-55-0501

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2120101002848 ケアライフ・メディカルサプライ（株）

5928333

堺市西区浜寺石津町西2-1-6

072-241-8171

072-241-8139

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
施設・設備の運営（運転）管理

7120101045974 （株）Ｋ．Ｒ．Ｃ 岸和田支店

5960825

岸和田市土生町1445-1

072-428-8555

072-424-4316

準市内

法人

建物・施設の維持管理

3012801004191 ＫＳＳ（株）

2080023

東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

042-560-2042

042-560-2273

市外

法人

施設・設備の保守点検

8120101031718 （株）ケイ・エス分析センター

5840067

富田林市錦織南2-9-2

0721-20-5611

0721-20-5580

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5150001006456 KOSネットワーク（株） 大阪支店

5560017

大阪市浪速区湊町1-2-3

06-6633-4301

06-6633-4304

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

5120001078069 （株）京伸

5400017

大阪市中央区松屋町住吉6-16

06-6764-6236

06-6761-3447

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

5130001020657 （株）ケイズ 大阪支社

5410041

大阪市中央区北浜1-9-9

06-4708-5215

06-4708-5216

市外

法人

調査・測定
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

9270001003231 （株）ケイズ 大阪支店

5320003

大阪市淀川区宮原3-5-36

06-6210-6652

06-6210-6653

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

4122005000307 （医）恵生会 恵生会病院健診部

5798036

東大阪市鷹殿町7-4

072-982-5501

072-982-5502

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

5400001

大阪市中央区城見2-2-72

06-4965-8209

06-7176-8838

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

KDDI㈱ソリューション営業本部関西営業統括

9011101031552 部

新大阪トラストタワー

4011101006162 （株）ＫＤＤＩエボルバ

1600023

東京都新宿区西新宿2-3-2

03-5326-6700

03-5326-6600

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

8120101036642 （株）ケーシーエス

5960817

岸和田市岸の丘町2-2-15

072-489-3010

072-489-3011

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
運送
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120101001446 （株）KGS

5998273

堺市中区深井清水町3761

072-279-6770

072-279-8231

市外

法人

調査・測定

8120001051650 （株）ケンセイ

5330033

大阪市東淀川区東中島1-18-22

06-6323-6781

06-6320-3594

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

8120001143852 （株）建設環境コンサルティング 大阪支店

5400031

大阪市中央区北浜東4-33

06-4791-3151

06-4791-3122

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行、人材派遣
廃棄物処分・引取り、リサイクル
調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種企画・制作
その他

6011301014194 （株）元創

1660003

東京都杉並区高円寺南3-24-31

03-6911-3777

03-6911-3779

市外

法人

2010601010650 （株）現代けんこう出版

1300026

東京都墨田区両国１－１２－８

03-3846-1088

03-3846-1189

市外

法人

4011105004955 （一財）建築行政情報センター

1620825

東京都新宿区神楽坂1-15

03-5225-7701

03-5225-7731

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

8120005005058 （医）健人会 那須クリニック

5320011

大阪市淀川区西中島4-4-21

06-6308-3908

06-6308-3631

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

4120001137734 （株）コアジャパン

5500002

大阪市西区江戸堀3-1-31

06-6147-7736

06-6147-7580

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

1180001035761 （株）コアズ 大阪事業本部

5300005

大阪市北区中之島3-2-18

06-6105-1125

06-6105-1126

市外

法人

建物・施設の維持管理

6120001108824 （株）公益社 岸和田営業所

5960047

岸和田市上野町東6-31

072-438-6244

072-422-0028

準市内

法人

葬祭業務

R＆Hﾋﾞﾙ

3120001128131 （株）公園マネジメント研究所

5400012

大阪市中央区谷町2-2-22

06-6947-6522

06-6947-6523

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
各種業務代行・人材派遣

9120001079030 光伸（株）

5380053

大阪市鶴見区鶴見6-9-26

06-6911-7100

06-6911-7077

市外

法人

施設・設備の保守点検

1120105005749 （医）厚生会

5970081

貝塚市麻生中907-1

072-427-1980

072-427-2415

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

7011201001655 ㈱構造計画研究所

1640012

東京都中野区本町4-38-13

03-5342-1566

03-3367-4077

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

9120001063629 （株）高速オフセット 岸和田営業所

5960802

岸和田市西大路町168-6

072-445-6652

072-227-2964

準市内

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

日本ホルスタイン会館内
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2120101036648 （株）興徳クリーナー

5960817

岸和田市岸の丘町2-2-15

072-489-3010

072-489-3011

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7140001011975 神戸綜合速記（株）

6500012

神戸市中央区北長狭通4-3-8

078-321-2522

078-321-2559

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

06-6341-2459

06-6341-7207

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

06-4394-7421

06-4394-7422

市外

法人

文化財保存・修復

吹田市江の木町20-15

06-6385-5311

06-6385-1713

市外

法人

施設・設備の保守点検

5998127

堺市東区草尾309-2

072-236-5300

072-236-5614

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定

3120101036663 工和建材（株）

5960801

岸和田市箕土路町2-17-11

072-445-5797

072-445-7650

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

3140001001476 コーベベビー（株）

6580053

神戸市東灘区住吉宮町2-19-21

078-854-3011

078-854-3050

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

1120001079599 （株）コーユービジネス 堺営業所

5998103

堺市東区菩提町1-163-2

072-285-2411

072-285-1103

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

7120001063671 （株）弘報舘

5300004

大阪市北区堂島浜1-4-16

3120001134641 （株）工房レストア

5510031

大阪市大正区泉尾6-2-29

8120901006407 向洋電機（株）

5640053

7120101002216 興和化学産業（株）

テクノシーズﾞ 泉尾201号

06-6266-5931

06-6266-5930

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

大阪市北区東天満1-5-12

06-6351-5931

06-6357-4814

市外

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

1548530

東京都世田谷区池尻２－７－３

03-5481-3000

03-5481-3030

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

7120101006489 （株）国府

5998112

堺市東区日置荘原寺町407-1

072-287-3888

072-287-3883

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

4010401072162 コクヨマーケティング（株） 関西支社

5300011

大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟ
06-7633-5943
ﾀﾙﾀﾜｰC12階

06-7633-5947

市外

法人

その他

1120005008637 （特非）心のサポート・ステーション

5400037

大阪市中央区内平野町2-2-6-408

06-6944-2262

06-6944-2262

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

9010001008669 国際航業（株） 大阪支店

5420081

大阪市中央区南船場2-3-2

7120001063804 国際セーフティー（株）

5300044

6010901004126 国土情報開発（株）

南船場ﾊｰﾄﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

地域区分

法人区分

6120001063854 コスモ建物管理（株）

5300047

大阪市北区西天満4-11-23

06-6365-5581

06-6365-5597

市外

法人

建物・施設の維持管理

8120101030059 コスモ電子通信（株）

5800034

松原市天美西4-175-4

072-335-2230

072-336-9988

市外

法人

施設・設備の保守点検
その他

6290001013165 （株）コスモリサーチ 大阪支店

5580003

大阪市住吉区長居4-12-2１

06-6629-8271

06-6629-8272

市外

法人

調査・測定

3470001010238 （株）五星 関西支社

5370025

大阪市東成区中道3-17-12

06-6977-8771

06-6977-8772

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

7122001015314 コック食品（株）

5740064

大東市御領3-10-1

072-873-4344

072-873-5198

市外

法人

給食調理業務

6140001007677 （株）後藤

6500001

神戸市中央区加納町2-1-7

078-221-5807

078-241-3401

市外

法人

廃棄物処理・引取り、リサイクル

4010001016602 （株）コトブキ 関西支店

5306015

大阪市北区天満橋1-8-30

06-4801-8265

06-4801-8279

市外

法人

施設・設備の保守点検

OAPﾀﾜｰ15F

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

調査・測定、調査研究・行政コンサルタン
ト、各種企画・制作、情報処理・コン
ピューター関連、各種業務代行、人材派
遣
施設・設備の保守点検
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

5010001084367 コニカミノルタ㈱One KM推進室

1007014

東京都千代田区丸の内2-7-2

090-1249-4679 03-3218-1374

市外

法人

9013401005070 コニカミノルタジャパン（株） 関西支社

5500005

大阪市西区西本町2-3-10

06-6110-0633

06-6110-0650

市外

法人

1120001079483 小西医療器（株）

5400038

大阪市中央区内淡路町2-1-5

06-6941-1806

06-6944-0198

市外

法人

物品管理業務

4120101002417 小西防災設備（株）

5900807

堺市堺区旭ヶ丘南町4-4-34

072-241-4448

072-241-7662

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5180301013959 小林クリエイト（株） 大阪営業部

5410046

大阪市中央区平野町2-6-6

06-4708-5540

06-4708-5660

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5120001079538 （株）小林商事不動産鑑定事務所

5410048

大阪市中央区瓦町3-4-9

06-6209-0701

06-6209-0721

市外

法人

不動産鑑定

4200001020626 （株）コパン

5070052

岐阜県多治見市光ヶ丘2-60-1

0572-56-1001

0572-56-1002

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行、人材派遣

8120101036691 （株）五味三星堂

5960073

岸和田市岸城町3-22

072-431-4567

072-431-1585

市内

法人

建物・施設の維持管理
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1150001000818 小山（株）

6308131

奈良市大森町47-3

0742-22-4321

0742-22-4340

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8370001008114 （株）小山商会 大阪支店

5770006

東大阪市楠根1-2-31

06-6745-1861

06-6745-6731

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

6230001000961 （株）五輪

9300857

富山県富山市奥田新町12-3

076-442-0133

076-442-9183

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

5960065

岸和田市中之浜町8-17

072-431-6625

072-431-6625

市内

個人

各種企画・制作

5330001001802 金剛㈱大阪支店

5410044

大阪市中央区伏見町4-4-10

06-6220-7000

06-6220-7008

市外

法人

建物・施設の維持管理、施設・設備の保
守点検、調査・測定、各種企画制作、情
報処理・コンピューター関連、その他

6120001149570 コンピューター・サプライ（株）

5730065

枚方市出口2-38-8

072-833-3882

072-833-3246

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
その他

6011501006529 （株）サーベイリサーチセンター 大阪事務所

5306011

大阪市北区天満橋1-8-30

06-4801-9231

06-4801-9233

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

5960841

岸和田市八田町1626

072-427-3795

072-427-0481

市内

個人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

4290001003127 西戸崎興産（株） 関西営業所

5730112

枚方市尊延寺6-31-6-105

072-897-1617

072-897-1618

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理

1120001079723 （株）サイネックス

5420066

大阪市中央区瓦屋町3-6-13

06-6766-3341

06-6766-3351

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
その他

3190002018424 ㈱菜友

5108105

三重県三重郡朝日町向陽台3-7-1

0594-21-3501

0594-25-0029

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント、情報処
理・コンピューター関連、各種業務代行、
人材派遣、賃貸(リース・レンタル）

2120101002591 （株）サカイ生化学研究所

5918021

堺市北区新金岡町5-7-616

072-255-1238

072-253-9479

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

3120101036705 （株）坂井設備工業所

5960041

岸和田市下野町5-14-16

072-438-4723

072-437-9833

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

6120101002720 （株）サカイ引越センター 南大阪支社

5960825

岸和田市土生町6-6-3

072-427-2300

072-428-1164

準市内

法人

運送

5120101039697 （株）サクセス

5980007

泉佐野市上町1-4-10

072-462-7327

072-461-1670

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣

コローンブボヌール

サイクルショップ辻

新伏見町ビル2F
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

3140001007886 （株）さくらケーシーエス

6500036

兵庫県神戸市中央区播磨町21-1

078-391-6571

078-391-7843

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

2122001017364 サニーディッシュ（株）

5740064

大東市御領3-9-21

072-873-4401

072-873-4401

市外

法人

給食調理業務

7120101002950 （株）サニコン 南大阪支店

5960811

岸和田市下池田町1-3-5-101

072-441-7001

072-441-7009

準市内

法人

建物・施設の維持管理

サピア

5970043

貝塚市橋本42-1

072-431-9739

072-431-9739

市外

個人

各種企画・制作

5691141

高槻市氷室町3-15-1

072-692-5900

072-696-7008

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
各種企画・制作

9120901011001 （株）サワムラレンタル

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行、人材派遣
施設・設備の運営（運転）管理
建物・施設の維持管理
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行、人材派遣

4011501001705 （株）サンアメニティ 大阪支社

5400024

大阪市中央区南新町2-3-7

06-6944-5370

06-6944-5371

市外

法人

7120001176465 （株）サンアメニティ大阪

5400024

大阪市中央区南新町2-3-7

06-6944-5370

06-6944-5371

市外

法人

7120101032114 三栄基準寝具（株）

5830848

羽曳野市川向2084

072-957-0021

072-957-0025

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

8120001064520 （株）三輝

5300035

大阪市北区同心1-10-12

06-6881-3000

06-6881-3001

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2010001008683 三機工業（株） 関西支社

5320003

大阪市淀川区宮原3-4-30

06-6350-8101

06-6350-7804

市外

法人

施設・設備の保守点検

3140001059036 （株）三機サービス 大阪センター

5640043

吹田市南吹田5-22-10

06-6380-0211

06-6380-0212

市外

法人

施設・設備の保守点検

4120002015526 （有）三協商事

5520007

大阪市港区弁天6-5-40

06-6577-9501

06-6572-8058

市外

法人

施設・設備の保守点検
その他

7120001035051 サンケイ総合印刷（株）

5540012

大阪市此花区西九条2-14-6

06-6462-1951

06-6462-1955

市外

法人

各種企画・制作

8290001001283 （株）サンケン・エンジニアリング 大阪支店

5640054

吹田市芳野町2-8

06-6338-8052

06-6338-8053

市外

法人

施設・設備の保守点検

5140001068836 三晃工業（株）

5510023

大阪市大正区鶴町2-15-26

06-6555-7052

06-6555-7080

市外

法人

施設・設備の保守点検
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

4120101040714 （株）三幸舎ランドリーセンター

5980071

泉佐野市鶴原311-1

072-462-4177

072-462-4199

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

8120101046897 サンコー設備（株）

5940083

和泉市池上町2-7-14

0725-41-1529

0725-41-1956

市外

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

2120101038792 サンコービルサービス（株）

5960821

岸和田市小松里町2189

072-440-3100

072-440-3579

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
廃棄物処分・引取り、リサイクル

6130001010748 （株）三笑堂 堺支店

5928341

堺市西区浜寺船尾町東3-336

072-261-3410

072-262-3401

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）
その他

7120001064620 （株）三昌不動産鑑定所

5300047

大阪市北区西天満1-9-13

06-6364-3593

06-6364-3594

市外

法人

不動産鑑定

8120101042772 三進金属工業（株）

5950814

泉北郡忠岡町新浜2-5-20

072-436-0251

072-436-0259

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

8010701014868 （株）サンスイ 大阪支店

5300012

大阪市北区芝田2-5-14

06-6375-2881

06-6375-2882

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理

7120101043169 三星広芸（株）

5950033

泉大津市板原町4-16-14

0725-23-8000

0725-23-8888

市外

法人

各種企画・制作

8120101036774 三泉工業（株）

5960071

岸和田市魚屋町3-15

072-439-0721

072-439-0928

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

6120101002910 （株）サンダ

5918022

堺市北区金岡町704-1

072-252-0447

072-252-1110

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

4120001001907 サンテクノサービス（株）

5300054

大阪市北区南森町2-4-32

06-6363-3991

06-6314-0038

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣

9080102017884 （有）サンテック 関西支店

6781254

兵庫県赤穂郡上郡町高山1302

0791-56-0301

0791-56-0305

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7010001009719 山王スペース＆レンタル（株） 大阪営業所

5560017

大阪市浪速区湊町1-2-3

06-6648-4150

06-6648-4151

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

6120001043716 （株）サンノーベル

5500012

大阪市西区立売堀1-3-13

06-6531-9351

06-6531-9357

市外

法人

施設・設備の保守点検

9180301008006 （株）三豊

4413121

愛知県豊橋市西山町字西山328

0532-21-2573

0532-21-2617

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ中之島
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

8010001194196 （株）サンメンテナンス

5400019

大阪市中央区和泉町1-1-14

06-4791-0100

06-4791-0200

市外

法人

建物・施設の維持管理

2122001003950 （株）杉優

5770806

東大阪市上小阪4-3-1

06-6722-1008

06-6722-1108

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

7120101046774 （株）サンユウ

5941144

和泉市テクノステージ3-5-25

0725-54-1118

0725-54-3338

市外

法人

廃棄物処理・引取り、リサイクル

7120101039885 山洋コンクリート（株）

5980035

泉佐野市南中樫井473-1

072-466-8032

072-466-8010

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120101046398 ㈱サンライズ

5960814

岸和田市岡山町665

072-443-2580

072-443-3132

市内

法人

建物・施設の維持管理、施設・設備の保
守点検、各種業務代行、人材派遣、施
設・設備の運営(運転)管理

2140001025220 （株）サン・ライティング

6500015

兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-16

078-367-2236

078-367-2237

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

8120001055536 （株）サンリーク

5320003

大阪市淀川区宮原1-19-23

06-6395-6801

06-6397-3821

市外

法人

調査・測定

8130001003072 三和エレベータサービス（株）

6040813

京都市中京区間之町通二条上る夷町
575

075-221-3860

075-221-3861

市外

法人

施設・設備の保守点検

1210001001479 （株）サンワコン 関西支店

6008433

京都府京都市下京区高辻通室町西入繁
昌町295-1

075-353-8101

075-353-8033

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

8010401011967 三和コンピュータ㈱ 西日本支店

5410059

大阪市中央区博労町3-3-7

06-6281-1177

06-6281-3366

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

7011401012519 三和シヤッター工業（株） 泉州営業所

5900531

泉南市岡田2-952

072-483-3070

072-483-0531

市外

法人

施設・設備の保守点検
その他

9120001080649 三和通信工業（株）

5410057

大阪市中央区北久宝寺町1-9-1

06-6266-3211

06-6266-3223

市外

法人

施設・設備の保守点検

4013401002304 ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 南近畿支店

5918033

堺市北区百舌鳥西之町3-565

072-251-0512

072-251-0536

市外

法人

施設・設備の保守点検

2011101064773 （株）ジーエスエフ

1631477

東京都新宿区西新宿3-20-2

03-6276-3875

03-3370-9277

市外

法人

給食調理業務

5130001028411 （株）GSユアサ 関西支社

5300003

大阪市北区堂島2-2-2

06-6344-6532

06-6344-2924

市外

法人

施設・設備の保守点検
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 関

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

4010801012255 西支店

5300043

大阪市北区天満1-6-11

06-6882-0001

06-6882-0002

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

3010401089546 ㈱CO３

1050014

東京都港区芝2-5-6

03-5765-7740

03-5765-3541

市外

法人

各種企画制作、情報処理・コンピューター
関連、賃貸(リース・レンタル）

2120001085010 （株）ＣＴＩウイング

5410045

大阪市中央区道修町1-6-7

06-6226-1400

06-6226-1404

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

1130001030354 （株）Ｇ－Ｐｌａｃｅ 大阪支店

5320003

大阪市淀川区宮原4-1-14

住友生命新大阪北ﾋﾞﾙ13
06-6210-6666
Ｆ

06-6210-6667

市外

法人

その他
情報処理・コンピューター関連

7130001058910 ジーブレイン（株）

6028466

京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻
町369-3

075-465-9210

075-465-9246

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報セキュリティ監査

3010701004312 シーメンスヘルスケア（株） 大阪営業所

5320003

大阪市淀川区宮原4-3-39

大広新大阪ﾋﾞﾙ

06-7178-1200

06-7178-1201

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

9120001116196 （株）ジーン

5320011

大阪市淀川区西中島3-9-12

空研ﾋﾞﾙ

06-6309-4051

06-6309-4052

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

8120001072614 JRCシステムサービス（株） 関西支店

5300001

大阪市北区梅田3-4-5

06-6344-5358

06-6343-0994

市外

法人

施設・設備の保守点検

8010701022466 ＪＡ三井リース（株）関西営業第一部

5300005

大阪市北区中之島2-3-33

06-6202-9368

06-7222-3437

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6120001166483 ＪＳ関西（株）

5470014

大阪市平野区長吉川辺3-12-8

06-6705-2900

06-6705-3400

市外

法人

運送

8010401067209 （株）ジェイエスキューブ 第6営業本部

5500005

大阪市西区西本町2-3-10

06-4390-0691

06-4390-0697

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

7010401061823 ＪＦＥ条鋼（株） 水島製造所

7128074

岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2

086-447-4266

086-447-4225

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5120001005436 （株）ジェイエムエフ

5450021

大阪市阿倍野区阪南町5-5-18

06-6627-4665

06-6627-4666

市外

法人

給食調理業務

6490001001273 ジェイエムシー（株） 大阪支店

5530003

大阪市福島区福島7-20-1

06-6453-2400

06-6453-2411

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
情報処理・コンピューター関連

7010001125004 JLL森井鑑定（株） 大阪本社

5300047

大阪市北区西天満2-6-8

06-6362-3303

06-6362-3304

市外

法人

不動産鑑定

KM西梅田ﾋﾞﾙ14F
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

4240001004402 （株）ジェイ・シー・ティ 大阪営業所

5320011

大阪市淀川区西中島5-7-19

2010701023536 （株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン

1058335

東京都港区芝3-23-1

7010401074602 （株）JPメディアダイレクト

1050001

東京都港区虎ノ門1-21-17

3020001113291 支店

5530002

大阪市福島区鷺洲1-11-19

2010001033475 （株）JECC

1008341

9120105008884 （一社）Shien

2140001072031 （株）GEOソリューションズ 大阪営業所

（株）JVCケンウッド・公共産業システム 関西

方書

第7新大阪ﾋﾞﾙ701

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）
施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）
その他
建物・施設の維持管理
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
その他
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
運送
その他

06-4806-7630

06-4806-7631

市外

法人

03-5657-0600

03-5657-0631

市外

法人

虎ノ門NNﾋﾞﾙ5Ｆ

03-5157-6071

03-5157-6080

市外

法人

大阪福島ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ4階

06-6450-4362

06-6450-4366

市外

法人

施設・設備の保守点検

東京都千代田区丸の内3-4-1

03-3216-3962

03-3216-3133

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

5960835

岸和田市流木町1020-6

072-427-9288

072-427-9288

市内

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

5500013

大阪市西区新町3-2-18

06-6536-8013

06-6536-8015

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作

TMﾋﾞﾙ3Ｆ

072-333-8311

072-333-8312

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

06-4801-0230

06-4801-0240

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

03-6868-8685

050-3737-6828

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

御堂筋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6Ｆ

06-6231-6341

06-6231-5011

市外

法人

インターネット版行財政情報サービス「ｉＪ
ＡＭＰ」の提供

ｾﾌﾞﾝ谷4ﾋﾞﾙ4階

06-4794-0338

06-4794-0337

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

吹田市広芝町5-4

06-6339-1122

06-6339-1188

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
その他

6048172

京都市中京区烏丸通三条上る場之町
603

075-256-7777

075-255-1054

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6500032

神戸市中央区伊藤町121

078-325-5110

078-325-5088

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

6120101027305 ジオテクニカル（株）

5800044

松原市田井城4-8-3

1140001068971 （株）ジオテクノ関西 大阪営業所

5306029

大阪市北区天満橋1-8-30

4010401124401 （株）ジオプラン・ナムテック

1020083

東京都千代田区麹町5-4

7010001018703 （株）時事通信社 大阪支社

5410051

大阪市中央区備後町4-1-3

8120001094047 （株）システムウイング

5400012

大阪市中央区谷町3-2-2

7290001013750 （株）システム環境研究所 大阪事務所

5640052

8130001021041 （株）システムディ

1140001056258 ㈱システムリサーチ 神戸支店

OAPﾀﾜｰ29F

神戸伊藤町ビルディング
９階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

4012401019176 畿支店

5500015

大阪市西区南堀江1-12-19

9120901014045 シップヘルスケアフード（株）

5650853

2120001081109 （株）シティコード研究所

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 近

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6539-2180

06-6539-2183

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
食調理業務

吹田市春日4-13-153

06-6369-0095

06-6369-0133

市外

法人

給食調理業務

5410045

大阪市中央区道修町2-2-5

06-6231-0188

06-6231-3788

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

6170001001487 シティコンピュータ（株） 大阪支社

5530007

大阪市福島区大開2-3-1

ﾊﾟﾈ協大阪ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ本館4
06-6466-7080
Ｆ

06-6466-7110

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3150001005848 （株）シティスタッフ

6308105

奈良県奈良市佐保台2-902-377

0742-71-0505

0742-70-6171

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

9122001018711 （株）島田組

5810034

八尾市弓削町南3-20-2

072-949-2410

072-949-4429

市外

法人

調査・測定

7010501009474 （株）島津アクセス 大阪支店

5300047

大阪市北区西天満5-14-10

梅田UNﾋﾞﾙ8階

06-6367-5130

06-6367-5176

市外

法人

施設・設備の保守点検

8120001110398 島津サイエンス西日本（株） 大阪支店

5310072

大阪市北区豊崎5-4-9

商業第二ﾋﾞﾙ

06-6372-2001

06-6372-2600

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120001124350 所

5900074

堺市堺区北花田口町3-2-6

ﾆｯｾｲ堺東ﾋﾞﾙ1F

072-221-6652

072-221-8431

市外

法人

施設・設備の保守点検

1040001008905 シャープマーケティングジャパン（株）

5478510

大阪市平野区加美南3-8-25

06-6794-9601

06-6794-9644

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

4010001018796 （株）社会保険出版社

1010064

東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

03-3291-9841

03-3291-9847

市外

法人

各種企画・制作

9120001129157 （株）ジャスト・メディカルコーポレーション

5410057

大阪市中央区北久宝寺町1-4-15

06-4708-5777

06-4708-5888

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

島津メディカルシステムズ（株） 大阪南営業

四ツ橋ｽﾀｰﾋﾞﾙ9F

SC堺筋本町ﾋﾞﾙ

3120001023704 写測エンジニアリング（株） 大阪支店

5430001

大阪市天王寺区上本町3-2-15

06-6768-3141

06-6768-0417

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

6120001072913 ジャトー（株）

5300053

大阪市北区末広町1-22

06-6313-1351

06-6313-4152

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

3130001008274 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所

6150851

京都市右京区西京極西池田町9-5

西京極駅前ﾋﾞﾙ6階

37/85

075-924-2603

075-924-2803

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

9010001171252 ジャパンエレベーターサービス関西（株）

5410044

大阪市中央区伏見町4-2-14

06-6125-5001

06-6125-5089

市外

法人

施設・設備の保守点検

9011001053119 ジャパンシステム（株）

1518404

東京都渋谷区代々木1-22-1

03-5309-0310

03-5309-0312

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

6120001038559 昭栄建設（株）

5500015

大阪市西区南堀江3-6-1

06-6532-3701

06-6532-2557

市外

法人

施設・設備の保守点検

5120102021167 （有）章栄建物管理

5960077

岸和田市上町49-1

072-447-6400

072-457-6732

市内

法人

建物・施設の維持管理

7170001005181 ㈱昌栄メンテ

6408318

和歌山市南出島２８-11

073-473-7470

073-473-7480

市外

法人

施設・設備の保守点検、施設・設備の運
営(運転)管理、廃棄物処分・引取り、リサ
イクル、その他

6230001008261 （株）上智 大阪支店

5691038

高槻市黄金の里1-9-5

072-689-3101

072-689-3101

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1130001039511 ㈱城南開発興業

6148073

京都府八幡市八幡軸68-7

075-981-0500

075-982-6000

市外

法人

建物・施設の維持管理、調査・測定

6120001015112 情報システム監査（株）

5320003

大阪市淀川区宮原4-5-36

06-6395-7665

06-6395-7666

市外

法人

情報セキュリティ監査
調査研究・行政コンサルタント

2120001012567 城陽ダイキン空調（株） 南大阪営業所

5900957

堺市堺区中之町西2-2-24

072-221-8801

072-221-8805

市外

法人

建物・施設の維持管理

6011501002206 昭和（株） 関西支社

5320011

大阪市淀川区西中島5-13-9

06-6307-5123

06-6309-8171

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

6120001089858 松和印刷（株）

5420065

大阪市中央区中寺1-2-20

06-6762-8731

06-6766-3233

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作

1120102026599 （有）松和メンテナンス

5950811

泉北郡忠岡町北2-12-59

0725-21-8808

0725-21-8080

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

8011001046081 ジョンソンコントロールズ（株） 大阪支店

5456027

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

0120-506-255

06-6623-5133

市外

法人

建物・施設の維持管理

9120001081721 白井松器械（株）

5400003

大阪市中央区森ノ宮中央1-19-16

06-6942-4181

06-6942-4566

市外

法人

施設・設備の保守点検

法人

賃貸（リース・レンタル）
施設・設備の保守点検
調査・測定
気象情報

3140001114798 （株）城山 大阪支店

5320003

あべのﾊﾙｶｽ27階

大阪市淀川区宮原5-8-5

06-6396-7110

38/85

06-6396-6227

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

6120101036867 シンエイセキュリティー（株）

5960811

岸和田市下池田町2-7-16

4240001004583 新川電機（株） 泉北営業所

5900972

堺市堺区竜神橋町2-1-5

8290801016357 （株）シンク

8120011

福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24

3120001203347 シンコースポーツ大阪（株）

5500002

5011701010050 真生印刷（株）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

072-426-6800

072-423-7710

市内

法人

建物・施設の維持管理

第五中西ﾋﾞﾙ5F

072-282-6340

072-282-6350

市外

法人

施設・設備の保守点検

大博ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

092-475-6311

092-475-6355

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
賃貸（リース・レンタル）

大阪市西区江戸堀1-2-11

06-6147-7182

06-6147-7185

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行、人材派遣

5900984

堺市堺区神南辺町5-152-2

072-225-5001

072-225-5027

市外

法人

各種企画・制作

5140002027816 新日本管検工業（有）

6640852

兵庫県伊丹市南本町7-1-1-606

072-772-1959

072-772-1959

市外

法人

調査・測定

6120101002893 新日本機動警備（株）

5900809

堺市堺区旭ヶ丘北町1-6-8

072-247-1828

072-244-3289

準市内

法人

建物・施設の維持管理

3120101041507 新日本ミュージック（株）

5940071

和泉市府中町1-6-9

0725-44-6700

0725-46-1330

市外

法人

ピアノ調律・修理
運送
賃貸（リース・レンタル）

4120101036885 （株）新日本旅行

5960044

岸和田市西之内町65-26

072-438-6300

072-438-1122

市内

法人

旅行業

5260001015264 （株）シンノウ

7128014

岡山県倉敷市連島中央1-10-28

086-446-0537

086-444-0244

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

3120101042389 （株）神農

5950024

泉大津市池浦町5-10-11

0725-33-7707

0725-33-7786

準市内

法人

建物・施設の維持管理

2190001006711 シンフォニアエンジニアリング（株） 大阪支社

5780977

東大阪市鴻池徳庵町3-65

06-6744-2722

06-6744-0900

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

9140001029181 新明和アクアテクサービス（株） 関西センター

6590022

兵庫県芦屋市打出町7-18

0797-25-1171

0797-25-1178

市外

法人

施設・設備の保守点検

8120001065650 伸和サービス（株）

5310041

大阪市北区天神橋7-7-5

06-6351-0065

06-6882-0010

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
その他

5120001065397 （株）スイタ情報システム 大阪本社

5310076

大阪市北区大淀中2-1-1

06-6453-9405

06-6453-9422

市外

法人

施設・設備の保守点検

39/85

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6373-3603

06-6373-3633

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

06-6309-7272

06-6390-6050

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

泉南郡熊取町自由が丘1-13-9

072-452-0897

072-446-2726

市外

法人

施設・設備の保守点検

5960805

岸和田市田治米町502

072-444-8900

072-443-9900

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定

5320003

大阪市淀川区宮原3-4-30

ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ

06-4807-6371

06-4807-6375

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

5410058

大阪市中央区南久宝寺町4-1-2

御堂筋ﾀﾞｲﾋﾞﾙ7Ｆ

06-6210-1935

06-6210-2710

市外

個人

調査研究・行政コンサルタント
会計監査
税理士業務

2120101036904 （株）杉原組

5960102

岸和田市山直中町680-1

072-445-3536

072-443-2382

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

1011101010464 （株）杉原設計事務所 大阪事務所

5320011

大阪市淀川区西中島3-8-14

06-6304-7186

06-6306-4615

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

9020001057401 （株）スクールキーパー

2210863

横浜市神奈川区羽沢町1491-9

045-373-3443

045-373-3444

市外

法人

損害保険取扱代理業

1180001017009 （株）スズケン 岸和田支店

5960825

岸和田市土生町2-3-3

072-437-8881

072-436-2841

準市内

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

1120001174061 （株）スタートライフ

5500005

大阪市西区西本町1-2-14

06-6534-7535

06-6534-7537

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

9130001008310 （株）スタジオ三十三

6128371

京都市伏見区竹田松林町11

075-601-3103

075-622-3103

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
文化財保存・修復

8120101043341 （株）ステップグランドスタッフ

5940071

和泉市府中町1-20-1

0725-47-5050

0725-47-5088

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

2120102021772 ㈱ステラ

5960844

岸和田市土生滝町14-1

072-447-6411

072-447-6416

市内

法人

建物・施設の維持管理

5410045

大阪市中央区道修町3-6-1

06-6227-5563

06-6227-5564

市外

法人

5120001065389 （株）水道産業新聞社

5310072

大阪市北区豊崎2-7-9

5010401137014 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 西日本支店

5320011

大阪市淀川区西中島7-1-5

7120101057937 末博安全（株）

5900423

7120101036899 （株）末廣興業 岸和田本店

6120001056148 Sky（株）

菅原正明公認会計士・税理士事務所

（株）スマートバリュー クラウドイノベーション

6120101002687 Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

辰野新大阪ﾋﾞﾙ

犬飼ﾋﾞﾙ

ﾌﾁｭｰﾙ和泉203号

京阪神御堂筋ビル14F

40/85

情報処理・コンピューター関連

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

地域区分

法人区分

6120001027058 析計測事業部 西部統括部

6640016

兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1

072-771-0647

072-771-2238

市外

法人

6122001012683 （株）スローフォワード

5780935

東大阪市若江東町2-7-3-901

06-4306-3144

06-4306-3145

市外

法人

4120101036919 星光建設（株） 岸和田本店

5960813

岸和田市池尻町266-17

072-443-4994

072-443-7951

準市内

法人

6170001001743 セイコーメディカル（株） 大阪支店

5950012

泉大津市北豊中町2-5-28

0725-31-3610

0725-31-3619

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

セイデンシャ

5450022

大阪市阿倍野区播磨町3-7-3-306

06-6698-6218

06-6698-6218

市外

個人

施設・設備の保守点検

9010601041061 センター

5710017

門真市四宮2-11-50

072-882-3570

072-885-5192

市外

法人

運送
廃棄物処分・引取り、リサイクル

6140001038375 （株）西播設計 大阪支店

5550001

大阪市西淀川区佃2-15-11

06-6476-5100

06-6476-4100

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

7021001009253 （株）青菱コミュニティ 大阪営業所

5410048

大阪市中央区瓦町3-1-15

06-4708-6162

06-4708-6163

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
賃貸（リース・レンタル）

1140001078509 西菱電機（株） 大阪支社

5300004

大阪市北区堂島浜2-2-8

06-4797-7601

06-4797-7633

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

7120101003874 世和建設（株）

5900950

堺市堺区甲斐町西2-2-23

072-252-1770

072-255-6210

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分

5120001141322 （株）セイワプラント 堺支店

5918022

堺市北区金岡町704-3

072-257-1177

072-233-0660

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

2120101039799 世界産業（株） 岸和田支店

5960015

岸和田市地蔵浜町12

072-431-6000

072-466-8010

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

1120001059650 ニー西日本支店

5308565

大阪市北区西天満2-4-4

06-6365-4500

06-6365-4387

市外

法人

調査・測定

9120001065939 積水リース（株） 大阪支店

5410045

大阪市中央区道修町4-4-10

06-6734-3610

06-6734-3605

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6011001035920 セコム（株）

1500001

東京都渋谷区神宮前1-5-1

03-5775-8475

03-5775-8921

準市内

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

住友電工テクニカルソリューションズ（株） 分

セイノースーパーエクスプレス（株） 大阪引越

積水化学工業（株） 環境・ライフラインカンパ

方書

旭洋ﾋﾞﾙ5階

41/85

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

調査・測定
建物・施設の維持管理
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
建物・施設の維持管理
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

03-3988-2123

03-3988-2084

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
情報処理・コンピューター関連

中之島三井ビルディング

06-6448-3300

06-6448-3320

市外

法人

運送、建物・施設の維持管理

ﾆｯｾｲ心斎橋ｳｴｽﾄ7階

06-6258-0050

06-6258-0051

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

岸和田市小松里町2374

072-445-2260

072-443-7678

市内

法人

建物・施設の維持管理

5960042

岸和田市加守町2-10-27

072-437-0781

072-431-5720

市内

法人

建物・施設の維持管理

5120101036991 泉州測地（株）

5960825

岸和田市土生町161

072-420-0117

072-420-0118

市内

法人

調査・測定
その他

8120101050180 泉州大和（株）岸和田営業所

5960825

岸和田市土生町2-27-14-303

072-488-7568

072-488-7569

準市内

法人

各種企画・制作

8120101036980 （株）泉州緑化

5960044

岸和田市西之内町20-40

072-444-2000

072-443-8080

市内

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

9120101055336 （株）泉州林業

5960114

岸和田市大沢町826

072-479-1870

072-479-1870

市内

法人

建物・施設の維持管理

6180001037282 （株）宣通

4610005

名古屋市東区桜2-16-27

052-979-1600

052-979-1601

市外

法人

各種企画・制作

9011101011216 セントラル警備保障（株） 関西事業部

5320011

大阪市淀川区西中島1-11-16

06-6304-5780

06-6304-8138

市外

法人

建物・施設の維持管理

1010001088264 セントラルコンサルタント（株） 大阪支社

5306012

大阪市北区天満橋1-8-30

06-6882-2130

06-6882-2150

市外

法人

5290801002046 （株）ゼンリン 大阪営業所

5500021

大阪市西区川口3-3-9

06-6585-3321

06-6585-3353

市外

法人

3120001169076 ㈱ソウア

5320011

大阪市淀川区西中島5-13-14

ＳＨＩＮ ＯＳＡＫＡ・ＧＴＣビ
06-6195-9632
ル7Ｆ

06-6195-9633

市外

法人

建物・施設の維持管理

法人

調査、測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

1013301028815 （株）セゾンパーソナルプラス

1700013

東京都豊島区東池袋1-33-8

3011101023258 ㈱セノン大阪支社

5300005

大阪市北区中之島3-3-3

9013301006441 （株）セレスポ 大阪支店

5420081

大阪市中央区南船場4-12-12

1120101036938 （株）泉宏産業

5960821

2120101036961 泉州警備保障（株）

3010601039466 （株）総合環境計画 大阪支社

5500012

OAPﾀﾜｰ

大阪市西区立売堀1-3-13

06-4390-5101

42/85

06-4390-5600

市外

施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）
情報処理・コンピューター関連
各種企画制作、調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
不動産鑑定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

8180001004413 （株）総合鑑定調査 大阪支店

5560016

大阪市浪速区元町2-8-4

06-6563-9531

06-6563-9532

市外

法人

7120001082886 （株）総合計画機構

5400012

大阪市中央区谷町2-2-22

06-6942-1877

06-6942-2447

市外

法人

3010401016070 綜合警備保障（株） 大阪南支社

5900985

堺市堺区戎島町3-22-1

072-282-7210

072-282-7299

準市内

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

1120001066168 総合調査設計（株）

5300012

大阪市北区芝田1-10-10

06-6372-0567

06-6372-0715

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

4010001013707 ㈱総合防災ソリューション

1020082

東京都千代田区一番町13-16

03-3239-1693

03-3239-1938

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント、各種企画
制作、その他

1120101003962 （株）総合水研究所

5900984

堺市堺区神南辺町1-4-6

072-224-3532

072-224-3257

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6010401021852 双日ツーリスト（株） 大阪支店

5308689

大阪市北区梅田3-3-10

06-6455-4600

06-6455-4610

市外

法人

旅行業

2011701011638 （株）創和

1330061

東京都江戸川区篠崎町3-33-8

03-5637-8888

03-5637-8889

市外

法人

廃棄物処分・引取り・リサイクル

5960833

岸和田市神須屋町435-7

072-428-0132

072-428-0276

市内

個人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6500031

兵庫県神戸市中央区東町123-1

078-332-3350

078-332-3323

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

ソエダ防災設備

1140001094299 ソーシャルアドバンス（株）

9010401052465 ソフトバンク㈱

1057316

東京都港区東新橋1-9-1

3010001032864 ㈱ソラスト大阪南支社

5410056

大阪市中央区久太郎町2-4-11

2110001022732 ソリマチ（株）

9400071

新潟県長岡市表町1-4-24

1010801004073 ソレキア（株） 大阪支店

5406137

大阪市中央区城見2-1-61

4120101039871 （株）第一

5980047

泉佐野市りんくう往来南5-10

南海堺駅ﾋﾞﾙ6階

ﾄﾞﾐｰﾙ橘413号

03-6889-2699

03-4288-2613

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
その他

06-6264-7864

06-6264-7768

市外

法人

各種業務代行、人材派遣、情報処理・コ
ンピューター関連、施設・設備の運営(運
転)管理

0258-33-4435

0258-33-2851

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

ﾂｲﾝ21MIDﾀﾜｰ37階

06-6949-0101

06-6949-0105

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

第一ﾋﾞﾙ

072-464-4624

072-464-0124

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
各種業務代行・人材派遣

クラボウアネックスビル9ｆ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

地域区分

法人区分

1010401092221 第一環境（株） 関西支店

5320011

大阪市淀川区西中島6-8-8

06-6390-2411

06-6390-2491

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

1120001020918 （株）第一興商近畿

5470033

大阪市平野区平野西5-8-18

06-6760-2266

06-6760-2277

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
各種企画・制作

8010701005413 （株）第一テクノ 関西支店

5310076

大阪市北区大淀中1-4-16

06-6442-0300

06-6442-0303

市外

法人

施設・設備の保守点検

7010401017486 第一法規（株）

1078560

東京都港区南青山2-11-17

03-3404-2251

03-3404-2269

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

2120001156199 第一防災（株）

5700016

守口市大日東町12-5

06-6902-2372

06-6902-2307

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6120101041611 大栄環境（株）

5941144

和泉市テクノステージ2-3-28

0725-54-3061

0725-51-3133

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
施設・設備の運営（運転）管理

6120101047220 （株）タイガー

5960825

岸和田市土生町4-4-6

072-427-4777

072-427-4776

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

3120001002063 （株）ダイカン

5380037

大阪市鶴見区焼野3-2-79

06-6913-2222

06-6913-8661

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

6122001003897 （株）大軌

5798038

東大阪市箱殿町5-8

072-982-4181

072-982-6900

市外

法人

建物・施設の維持管理

4500001005530 （株）ダイキアクシス 大阪支店

5610832

豊中市庄内西町5－1-19

06-6332-1122

06-6332-3322

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

7122001014150 ダイキチレントオール（株）

5998272

堺市中区深井中町1385-1

072-278-1238

072-278-1250

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

8120001059660 ダイキン工業（株）

5300034

大阪市北区錦町4-82

072-267-1555

072-267-1556

市外

法人

建物・施設の維持管理

8170001001931 （株）大黒

6408525

和歌山市手平３－８－４３

8012401019180 大新東㈱大阪営業所

5500015

大阪市西区南堀江1-12-19

3120001045054 （株）ダイセン

5410045

大阪市中央区道修町4-5-6

方書
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電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

073-431-0316

073-423-1778

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

06-6539-3070

06-6533-6260

市外

法人

運送

06-4707-7200

06-4707-7201

市外

法人

建物・施設の維持管理

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

7120001012810 大東衛生（株）

5370014

大阪市東成区大今里西1-19-38

06-6971-7339

06-6974-2025

市外

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120002072645 （有）ダイトー

5720056

寝屋川市御幸西町25-48

072-829-8780

072-838-0974

市外

法人

建物・施設の維持管理

8120001035521 大都保全興業（株）

5310076

大阪市北区大淀中3-16-12

06-6453-4813

06-6453-3666

市外

法人

建物・施設の維持管理

8010601034867 Dynabook（株） 関西支社

6610981

兵庫県尼崎市猪名寺3－2－10

06-6426-6700

06-6426-6710

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

8013301006938 大日本コンサルタント（株） 大阪支社

5410058

大阪市中央区南久宝寺町3-1-8

06-6121-5501

06-6121-5753

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

1120101037060 （株）大八清掃社

5960078

岸和田市南上町2-23-23

072-422-4583

072-422-9905

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

3120001083145 ダイハツディーゼル（株）

5310076

大阪市北区大淀中1-1-30

06-6454-2345

06-6151-2813

市外

法人

施設・設備の保守点検

2010001004567 （株）太平エンジニアリング 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島4-12-12

06-6390-5959

06-6390-5180

市外

法人

建物・施設の維持管理

8120101038804 泰平産業（株）

5960053

岸和田市沼町20-11

072-430-4500

072-430-4511

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行、人材派遣

4120001083656 太平ビルサービス大阪（株）

5410048

大阪市中央区瓦町1-6-10

06-6229-3631

06-6229-3632

市外

法人

建物・施設の維持管理

9120001032996 タイホ防災工業（株）

5580023

大阪市住吉区山之内4-12-12

06-6693-4161

06-6693-3454

市外

法人

建物・施設の維持管理

9120001097461 太陽アーモ（株）

5520007

大阪市港区弁天2-1-8

06-6547-0822

06-6574-0820

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

1150001015857 太陽企業(株)

6393128

奈良県吉野郡大淀町大字比曾1606

0746-32-5833

0746-32-2411

市外

法人

調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120001015472 大和化成（株）

5430022

大阪市天王寺区味原本町1-11

06-6767-3133

06-6767-3033

市外

法人

運送
賃貸（リース・レンタル）

1300001000810 大和産業(株)

8490921

佐賀県佐賀市高木瀬西1-5-19

0952-30-5792

0952-30-6695

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

F＆Gﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

9140001059872 （株）大和生研（岸和田セレモ平安）

6700936

姫路市古二階町63

079-289-0117

079-224-5449

準市内

法人

葬祭業務

4130001011095 大和電設工業（株）

6018316

京都市南区吉祥院池ノ内町83

075-672-3311

075-682-1328

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

6120001059662 大和ハウス工業（株）

5308241

大阪市北区梅田3-3-5

06-6342-1250

06-6342-1573

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3120001083789 大和不動産鑑定（株）

5500005

大阪市西区本町1-4-1

06-6536-0600

06-6536-7744

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
不動産鑑定

4120001077476 大和リース（株） 大阪本店

5410051

大阪市中央区備後町1-5-2

06-6229-7900

06-6229-7890

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2120901011263 （株）高浄

5690022

高槻市須賀町47-19

072-675-5449

072-675-5479

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

5120001015352 （株）タカハシ

5360024

大阪市城東区中浜2-11-11

06-6961-5463

06-6962-1057

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7011201003197 （株）高見沢サイバネティックス 大阪営業所

5300027

大阪市北区堂山町3-3

06-6363-8991

06-6363-8996

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

2120101037019 宝電設工業（株）

5960816

岸和田市尾生町3146

072-445-7833

072-444-5147

市内

法人

建物・施設の維持管理

3010001004665 ㈱宅配

1130033

東京都文京区本郷4-11-5

03-3815-9711

03-3813-5809

市外

法人

各種業務代行、人材派遣

1120102027382 （有）拓真 岸和田支店

5960825

岸和田市土生町1445-1

072-426-2408

072-483-4411

準市内

法人

建物・施設の維持管理

8170001001849 竹内化学（株） 堺営業所

5928342

堺市西区浜寺船尾町西5-4-3

072-266-2244

072-266-2277

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

7120001149925 武田興業（株）

5731115

枚方市東船橋1-1

072-851-2511

072-851-2526

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5120101024369 （株）タケミ・コーポレーション

5938316

堺市西区山田2-191-1

072-294-9801

072-294-9802

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
その他

4120101037082 （株）ダスキン岸和田 ダスキン岸和田支店

5960004

岸和田市荒木町2-9-8

072-445-9292

072-445-7050

市内

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）
その他

日本生命梅田ﾋﾞﾙ
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2010401054633 （株）ダスキンヘルスケア

1050014

東京都港区芝1-6-10

03-5484-3640

03-5484-3643

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

5120001163671 （株）立入不動産鑑定所

5500002

大阪市西区江戸堀1-18-12

06-6940-7586

06-6940-7587

市外

法人

不動産鑑定

4120001083747 （株）ＤＡＣＳ

5410048

大阪市中央区瓦町1-4-8

06-6203-1441

06-6203-2301

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6122001004763 （株）タツタ環境分析センター

5780941

東大阪市岩田町2-3-1

06-6725-6688

06-6721-0773

市外

法人

調査・測定

6130001015004 ㈱ダテ・メディカルサービス

6128419

京都市伏見区竹田北三ツ杭町48

075-646-1818

075-646-1822

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

たてやま不動産鑑定

5670878

茨木市蔵垣内3-18-20

090-6434-0989 06-4305-4728

市外

個人

その他

9110001014401 （株）田中衡機工業所

9591145

新潟県三条市福島新田丙2318-1

0256-45-1251

0256-45-2204

市外

法人

施設・設備の保守点検

2010001022478 田中電気（株） 西日本支店

5410056

大阪市中央区久太郎町1-9-5

06-4705-9730

06-6264-0921

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9120101038266 （株）田中政組

5970053

貝塚市地蔵堂206-1

072-422-1566

072-433-0026

市外

法人

各種企画・制作

3120001129906 (株)谷総合鑑定

5400034

大阪市中央区島町1-1-1

06-4790-6855

06-4790-6856

市外

法人

その他 不動産鑑定

4120001045342 （株）玉尾サービス

5500003

大阪市西区京町堀2-13-9

06-6444-4988

06-6444-2901

市外

法人

建物・施設の維持管理

4011701005035 （株）タムラ

1320023

東京都江戸川区西一之江4-9-28

03-3652-4000

03-3652-4065

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

1120001084252 （株）ダン計画研究所

5400021

大阪市中央区大手通1-2-10

06-6944-1173

06-6946-9120

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
イベント企画運営

1120101037119 （株）壇建築計画事務所

5960044

岸和田市西之内町27-5

072-444-1605

072-443-1138

市内

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

3010501007440 （株）丹青社 関西支店

5300011

大阪市北区大深町3-1

06-6377-5982

06-6377-5992

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

SD堺筋本町ﾋﾞﾙ7階

島町ﾋﾞﾙ４階
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06--6110-5445 06-6110-5446

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

1120001131582 （株）地域環境システム研究所

5310072

大阪市北区豊崎3-10-2

2130001018043 （株）地域計画建築研究所 大阪事務所

5410042

大阪市中央区今橋3-1-7

日本生命今橋ﾋﾞﾙ

06-6205-3600

06-6205-3601

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

2120001084284 （株）地域経済研究所

5400033

大阪市中央区石町1-1-1

天満橋千代田ﾋﾞﾙ2号館5
06-6314-6300
階

06-6314-6301

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
不動産鑑定

2130001021617 （株）地域社会研究所

6048151

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶
ｱｵｲﾋﾞﾙ
町228

075-212-8181

075-212-8122

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

4122001014186 （株）地域文化財研究所

5780941

東大阪市岩田町1-17-9

072-968-7321

072-968-7322

市外

法人

調査・測定
文化財保存・修復

7120001145148 （株）地域未来研究所

5300003

大阪市北区堂島1-5-17

06-4796-8502

06-4796-8509

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

1120101037127 （株）千亀利

5960042

岸和田市加守町1-9-15

072-439-2588

072-436-3918

市内

法人

施設・設備の保守点検
その他

8030001005376 地中エンジニアリング（株）大阪営業所

5300047

大阪市北区西天満3-13-18

06-6131-3551

06-6131-3552

市外

法人

調査・測定

7011101038228 （株）中央クリエイト 関西支店

5320011

大阪市淀川区西中島1-15-2

06-6889-0015

06-6889-0017

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

9180001026134 中央コンサルタンツ（株） 大阪支店

5410042

大阪市中央区今橋4-1-1

06-4706-2541

06-4706-2540

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

5120001000783 中央商工（株）

5350002

大阪市旭区大宮4-22-1

06-6951-1238

06-6951-4338

市外

法人

建物・施設の維持管理

5122001025711 中央電力ソリューション(株) 東大阪支店

5780946

東大阪市瓜生堂1-2-18

072-966-5000

072-966-5007

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120001056860 中央復建コンサルタンツ（株）

5330033

大阪市東淀川区東中島4-11-10

06-6160-1139

06-6160-1239

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

5240001006942 中外テクノス（株） 関西支社

5320011

大阪市淀川区西中島7-1-5

06-4965-0022

06-4965-0023

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
その他

1170001005212 ㈱中紀バスINT'L

6436323

和歌山市井ノ口544-2

073-477-5501

073-477-5503

市外

法人

運送・その他

中央電力ﾋﾞﾙ
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3190001015554 中日臨海バス（株） 大阪堺支店

5928333

堺市西区浜寺石津町西3-7-30

072-245-1205

072-247-0344

市外

法人

運送

5010001050435 （株）長大 大阪支社

5500013

大阪市西区新町2-20-6

06-6541-5793

06-6541-5485

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

7010001004851 （株）千代田テクノル 大阪営業所

5640063

吹田市江坂町2-1-43

06-6369-1565

06-6368-2057

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
その他

1170001007844 チリ化成（株）

6496124

和歌山県紀の川市桃山町市場547-3

0736-66-9917

0736-66-9918

市外

法人

施設・設備の保守点検
その他

1430001010557 （株）通電技術

0030029

札幌市白石区平和通２丁目北11-20

011-863-0921

050-3153-7626

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

4010001050700 （株）ツーリストエキスパーツ 西日本営業部

5560017

大阪市浪速区湊町1-4-38

06-6641-8621

06-6630-4490

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
その他

5410048

大阪市中央区瓦町3-6-5

06-6231-4800

06-6231-4950

市外

法人

建物・施設の維持管理

5980014

泉佐野市葵町3-8-24

072-425-4231

072-425-4231

市外

個人

建物・施設の維持管理

9010401034942 都築テクノサービス（株） 大阪支店

5410056

大阪市中央区南本町1-8-14

06-6264-7676

06-6264-3190

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6120101000336 ティアイメディカル（株）

5928333

堺市西区浜寺石津町西2-1-34

072-247-0808

072-241-2797

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
調査・測定

8010001137782 ステム本部

1350034

東京都江東区永代1-14-6

03-6328-4133

03-3820-3979

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2010401017945 ㈱TEI

1050014

東京都港区芝1-5-12

03-5765-4811

03-5765-0041

市外

法人

各種業務代行、人材派遣・各種企画制作

1013201003703 ＴＳＰ太陽（株） 大阪支店

5320012

大阪市淀川区木川東4-8-33

06-6306-3150

06-6306-3140

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

7140001071219 TSP西日本㈱

5320012

大阪市淀川区木川東4-8-33

06-6195-3871

06-6195-3872

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

5240001037608 （株）ＤＰＰヘルスパートナーズ

7320828

広島県広島市南区京橋町1-23

082-263-8874

082-258-2125

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

月島テクノメンテサービス（株） 大阪支社 西

6010001050590 日本営業部

辻野電気設備管理事務所

DIRインフォメーションシステムズ（株） 公共シ

近鉄新難波ﾋﾞﾙ5階

TOP浜松町ビル７F
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5011101053360 ティーメディクス（株）

1600023

東京都新宿区西新宿1-22-2

03-3349-8590

03-3349-8591

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2011401007085 （株）TLP 関西営業所

5710015

門真市三ツ島5-36-1

072-883-0331

072-883-0330

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6120001157813 （株）デイケイケイサービス関西

5710074

門真市宮前町1-6

072-885-0261

072-883-5524

市外

法人

施設・設備の保守点検

5060001002844 （株）TKC

3208644

栃木県宇都宮市鶴田町1758

028-648-2111

028-647-1215

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1120001202251 テイケイワークス西日本（株）

5300012

大阪市北区芝田2-6-30

06-6292-4711

06-6292-4721

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

7010401018377 （株）帝国データバンク 堺支店

5900959

堺市堺区大町西3-3-14

072-221-7613

072-222-0692

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

1010401044536 帝人エコ・サイエンス（株）関西事業所

5670837

茨木市南目垣1-4-1

072-646-5106

072-636-6274

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
廃棄物処分・引取り、リサイクル

4010001098723 帝人ヘルスケア（株）

1008585

東京都千代田区霞が関3-2-1

03-3506-4488

03-3506-4060

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

5120101020731 DINS関西㈱

5928331

堺市西区築港新町1-5-38

072-243-6335

072-243-6336

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

8430001016944 （株）データベース 大阪営業所

5400018

大阪市中央区粉川町4-8-901

06-6766-0736

06-6766-0737

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

9240001012318 （株）データホライゾン

7330834

広島県広島市西区草津新町1-21-35

082-279-5550

082-501-2276

市外

法人

8120101037161 （株）出口園芸 本店

5960816

岸和田市尾生町5191-11

072-444-3164

072-444-3952

準市内

法人

9120102023325 （有）出口設備工業所

5960024

岸和田市春木宮川町4-12

072-444-8761

072-444-8864

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5140001002027 テクノ化成（株）

6500045

神戸市中央区港島2-1-1

078-306-0363

078-306-0561

市外

法人

文化財保存・修復

6330001003095 テクノコーポレーション(株)

8614113

熊本市南区八幡5-17-43

096-358-5100

096-358-5109

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

広島ﾐｸｼｽ･ﾋﾞﾙ

50/85

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
廃棄物処分・引取り・リサイクル
賃貸（リース・レンタル）
その他

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5290001023421 （株）テクノスジャパン 関西支店

5300001

大阪市北区梅田1－11-4-1100-11-10

06-4799-9308

06-4799-9011

市外

法人

調査・測定

8010701016063 テクノ矢崎㈱ 西部支店

5530003

大阪市福島区福島3-1-46

06-6458-4545

06-6458-4536

市外

法人

施設・設備の保守点検

3010401018661 （株）テクノ菱和 大阪支店

5300043

大阪市北区天満2-7-3

06-6352-4881

06-6352-4910

市外

法人

施設・設備の保守点検

7120001045141 （株）デザインアーク 大阪本店

5500011

大阪市西区阿波座1-5-16

06-6536-6130

06-6536-6115

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5011101011871 テスコ（株）

1010065

東京都千代田区西神田1-4-5

03-5244-5311

03-5244-5661

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

9120901033185 （株）テスコム 大阪営業所

5320011

大阪市淀川区西中島6-3-24

06-6155-8926

06-6885-6522

市外

法人

調査・測定

3120001084977 （株）テスティパル

5410058

大阪市中央区南久宝寺町4-3-5

06-6535-6161

06-6535-6200

市外

法人

給食調理業務

6130001029474 テックス・カンポ（株）

6128486

京都市伏見区羽束師古川町243

075-933-1111

075-934-8686

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

8120001020861 （株）鐵興

5300035

大阪市北区同心2-11-19-503

06-6358-6881

06-6358-6882

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5120001067427 デュプロ（株） 阪和支店

6410052

和歌山市東高松3-9-4

073-446-8131

073-446-8132

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

3010701006399 寺岡オート・ドアシステム（株） 大阪支店

5310071

大阪市北区中津4-3-9

06-6372-6066

06-6372-6740

市外

法人

施設・設備の保守点検

1240001031399 テラル（株） 大阪支店

5500004

大阪市西区靭本町1-11-7

06-7711-8883

06-7711-5554

市外

法人

施設・設備の保守点検

北白石ﾋﾞﾙ西館4F

信濃橋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

9120101037177 （株）テレビ岸和田

5960826

岸和田市作才町1-5-3

072-436-3636

072-437-5670

市内

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
その他

5120102015508 （有）土井サービス

5870011

堺市美原区丹上494-14

072-369-0101

072-369-0102

市外

法人

施設・設備の保守点検

5120101044284 東亜技研（株）

5900521

泉南市樽井1-7-14

072-482-2211

072-482-2252

市外

法人

施設・設備の保守点検
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120001085250 （株）東亜立地鑑定

5410057

大阪市中央区北久宝寺町2-1-2

06-4964-1607

06-4964-1608

市外

法人

不動産鑑定

6010001034866 東映（株） 教育映像部関西営業推進室

5300001

大阪市北区梅田1-12-6

06-6345-9026

06-6345-6756

市外

法人

各種企画・制作

5010501008528 （株）東海テック

1100015

東京都台東区東上野1-23-3

03-3835-3616

03-3835-3640

市外

法人

建物施設の維持管理

7120001067607 東海リース（株） 大阪支店

5300041

大阪市北区天神橋2-北2-6

06-6352-0011

06-6351-3363

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

4010901008681 事業部

5410059

大阪市中央区博労町3-2-8

06-4704-0158

06-4704-0130

市外

法人

建物施設の維持管理

5010001148221 東京インタープレイ（株）

1010027

東京都中央区日本橋2-10-8

03-5825-4028

03-5825-4037

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3010801008436 東京計器（株） 大阪営業所

5320004

大阪市淀川区西宮原1-7-26

06-6150-6602

06-6150-6610

市外

法人

施設・設備の保守点検

7011501003104 東京書籍（株） 関西支社

5320004

大阪市淀川区西宮原1-4-10

06-6397-1350

06-6397-1358

市外

法人

調査・測定

6010401015821 東京センチュリー（株） 大阪営業部

5410053

大阪市中央区本町3-5-7

06-6263-2504

06-6263-2534

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

1040001029802 東京テクニカル・サービス（株） 西日本支店

6510063

兵庫県神戸市中央区宮本通2-3-18

078-252-8074

078-252-8073

市外

法人

調査・測定

1010001005285 （株）東京法規出版

1130021

東京都文京区本駒込2-29-22

03-5977-0300

03-5977-0311

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

（株）東急コミュニティー ビル事業本部 第二

1100001002125 東京法令出版（株）

3808688

長野市南千歳町1005

5011101041563 株式会社東京ランドスケープ研究所

1510071

東京都渋谷区本町1-4-3

2010001093321 部

5300013

2011101014084 東芝インフラシステムズ（株） 関西支社

5300017

（株）東京リーガルマインド 大阪法人事業本

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
その他
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
不動産鑑定

026-224-5441

026-224-5449

市外

法人

03-6859-1088

03-6859-1087

市外

法人

大阪市北区茶屋町1-27

06-6374-5021

06-6374-5019

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
その他

大阪市北区角田町8-1

06-6130-2215

06-6130-1104

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｲｽ本町1階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

5010701006785 東芝エレベータ（株） 関西支社

5456030

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

8010701016022 東芝テック（株） 関西支社

5320003

大阪市淀川区宮原4-1-6

8010601025453 サービスステーション

5918023

3120001045731 東神実業（株）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6622-3745

06-6622-3736

市外

法人

施設・設備の保守点検

06-4807-6500

06-4807-6477

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

堺市北区中百舌鳥町5-754

072-253-0921

072-253-0865

市外

法人

施設・設備の保守点検

550005

大阪市西区西本町2-4-7

06-6531-2541

06-6531-3398

準市内

法人

施設・設備の保守点検

2010001051477 東テク（株） 大阪支店

5410041

大阪市中央区北浜3-7-12

06-6203-4871

06-6222-6205

市外

法人

建物・施設の維持管理

6122002003376 （有）東阪アメニティ

5770806

東大阪市上小阪1-8-14

06-6721-7688

06-6721-4466

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理

4013201004021 東武トップツアーズ（株） 堺支店

5900076

堺市堺区北瓦町1-3-17

072-221-5151

072-221-7518

市外

法人

旅行業

5960826

岸和田市作才町1157

072-438-2223

072-438-2224

市内

法人

建物・施設の維持管理

1120001045758 （株）東邦微生物病研究所

5560001

大阪市浪速区下寺3-11-14

06-6648-7157

06-6636-9266

市外

法人

調査・測定
医療検査・検診・健康指導
その他

3130001021789 東洋印刷（株） 大阪営業所

5410057

大阪市中央区北久宝寺町1-5-6

06-6264-7270

06-6484-7009

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2120001035873 東洋カレット（株） 滋賀工場

5203252

滋賀県湖南市岩根136-82

0748-75-3141

0748-75-3343

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

6120001057162 東洋技研コンサルタント（株）

5320025

大阪市淀川区新北野1-14-11

06-6886-1081

06-6886-1080

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

7010401020291 東陽工業（株） 大阪支店

5300046

大阪市北区菅原町4-3

06-6362-9271

06-6362-9275

市外

法人

施設・設備の保守点検

2120001039189 東洋紙業（株） IPS事業部

5568555

大阪市浪速区芦原1-3-18

06-6567-5713

06-6567-5721

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2120001106336 東洋紙業高速印刷（株）

5560029

大阪市浪速区芦原2-5-56

06-6567-0511

06-6567-1539

市外

法人

各種企画・制作

東芝テックソリューションサービス（株） 堺

2120101037225

㈱東宝警備保障

ｱｸﾛｽ新大阪

堺東ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3Ｆ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

4120001085479 東洋シヤッター（株） 堺営業所

5998237

堺市中区深井水池町3087

072-277-5851

072-277-5852

市外

法人

施設・設備の保守点検

2010501035764 （株）東洋食品

1100015

東京都台東区東上野1-14-4

03-3836-1291

03-3836-0601

市外

法人

給食調理業務

8120001039200 東洋テック㈱ 大阪南支社

5900976

堺市堺区大浜南町2-5-8

072-221-0753

072-222-5406

市外

法人

建物・施設の維持管理

1010001051916 東洋熱工業（株） 大阪支店

5500002

大阪市西区江戸堀2-6-33

06-6443-8071

06-6443-8097

市外

法人

施設・設備の保守点検

江戸堀ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ

9122001008919 東洋メンテナス（株）

5780965

東大阪市本庄西1-10-24

06-4309-0880

06-4309-0200

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定

8010501022641 （株）東和エンジニアリング 関西支社

5300015

大阪市北区中崎西4-2-27

06-6292-8555

06-6292-8567

市外

法人

mail

4120002024097 東和クリーナー（有）

5550032

大阪市西淀川区大和田4-1-16

06-6477-2651

06-6477-3769

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5200001010064 東和コンサルタント（株） 関西営業所

5640001

吹田市岸部北1-13-4

06-6338-6687

06-6537-1779

市外

法人

調査・測定

4120001015709 東和産業（株）

5370021

大阪市東成区東中本1-17-1

06-6972-8800

06-6972-7100

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

8200001003544 （株）トーカイ

5008828

岐阜県岐阜市若宮町9-16

058-263-5111

058-263-5145

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

5120001057064 （株）トーケミ

5320021

大阪市淀川区田川北1-12-11

06-6301-5627

06-6308-7559

市外

法人

ろ材更生、入替、洗浄業務

6120001110540 （株）トージツフーズ

5410056

大阪市中央区久太郎町2-4-27

06-6267-7177

06-6267-7180

市外

法人

その他

8010701007161 トータリゼータエンジニアリング（株）

1400013

東京都品川区南大井6-20-14

03-5762-5500

03-5762-5519

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連

5120001132882 （株）トーテック

5370022

大阪市東成区中本5-2-33

06-6981-5418

06-6971-2890

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

7180001038759 トーテックアメニティ（株）

4510045

名古屋市西区名駅2-27-8

052-533-6900

052-533-6930

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-4560-6000

06-4560-6001

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
会計監査
情報セキュリティ監査

大阪市西区江戸堀1-21-35

06-6443-2061

06-6443-9736

市外

法人

施設・設備の保守点検

5960013

岸和田市臨海町20-5

072-429-2260

072-429-2280

市内

法人

旅行業・各種企画・制作

3122001021877 （株）トーヨーふれ愛バス

5810039

八尾市太田新町3-184

072-949-8855

072-949-8300

市外

法人

運送

9140001018622 （株）ドーン

6510086

兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21

078-222-9700

078-222-9702

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル
施設・設備の保守点検

市外

個人

その他

5010405001703 有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所

5410042

大阪市中央区今橋4-1-1

2120001045906 （株）トーヨーコーポレーション

5500002

8120101045775 トーヨートラベル（株）

2120101004737 （株）トキト

淀屋橋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

三宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ5F

5998238

堺市中区土師町4-5-17

072-270-6462

5970041

貝塚市清児509-2

080-1420-1014

2480001001765 （株）トクスイ 大阪営業所

5900025

堺市堺区向陵東町1-9-5-104

072-275-8092

070002-275-8096

市外

法人

調査・測定

4011001043322 (株)ドクタートラスト 大阪支店

5410041

大阪市中央区北浜3-1-22

06-6209-2500

06-6209-2501

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

7120101043524 （株）徳山商事

5950805

泉北郡忠岡町忠岡東3-16-34

0725-22-2644

0724-38-5331

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2170001005186 （株）都市空間研究所

5500005

大阪市西区本町1-9-18

06-6541-0958

06-6541-0923

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

8120901011563 都市クリエイト（株）

5690805

高槻市上田辺町19番８号

072-681-0012

072-685-5165

市外

法人

調査・測定
建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5140001003743 （株）都市・計画・設計研究所 大阪事務所

5300043

大阪市北区天満4-3-5

06-6351-2756

06-6358-6081

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

9120101037193 都市警備保障（株）

5960825

岸和田市土生町4198

072-436-0055

072-436-3000

市内

法人

建物・施設の維持管理

7120001067920 （株）都市設計総合研究所

5300047

大阪市北区西天満5-9-11

06-6363-2676

06-6363-1393

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

砥ぎ屋 助八

中之島岡田ﾋﾞﾙ

総合西天満ﾋﾞﾙ
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072-270-6464

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

6120001085618 （株）都市問題経営研究所

郵便番号

5410048

住所（委任先）

方書

大阪市中央区瓦町4-8-4

令和２年１０月１日現在

電話番号

06-6208-2030

ＦＡＸ番号

06-6208-2040

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

3010001005556 （株）図書館流通センター

1128632

東京都文京区大塚3-1-1

03-3943-2221

03-3943-8441

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
その他
施設・設備の運営（運転）管理
調査研究・行政コンサルタント

4260001004739 （株）トスコ 大阪営業所

5500005

大阪市西区西本町2-3-10

06-6599-9105

無

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

5300005

大阪市北区中之島2-3-18

06-6454-6009

06-6226-2904

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

4010401050341 営業本部

5500005

大阪市西区西本町2-3-10

06-4390-0644

06-4390-0720

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1140001069598 （株）豊浦浚渫

6620934

兵庫県西宮市西宮浜2-21-3

0798-23-6984

0798-33-5649

市外

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

3120001026624 トヨタL&F近畿（株）

5540012

大阪市此花区西九条1-1-51

06-6462-5308

06-6465-6950

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

4120001085776 （株）トヨタレンタリース大阪

5300047

大阪市北区西天満3-5-33

06-6105-5111

06-6105-5151

準市内

法人

賃貸（リース・レンタル）

9120901007577 （株）トライグループ

5410054

大阪市中央区南本町3-6-14

06-6120-9033

06-6120-9088

準市内

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
そのた

7120101047888 （株）トラスト

5960802

岸和田市西大路町21-6

072-441-1888

072-444-8851

市内

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6120101048549 （株）虎ノ門コーポレーション

5950036

泉大津市昭和町1-5

0725-32-0834

0725-32-0840

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
各種企画・制作

凸版印刷（株） 西日本事業本部 関西事業

7010501016231 部

トッパン・フォームズ（株） 関西事業部 第二

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ

3011001041302 トランス・コスモス（株）

1508530

東京都渋谷区渋谷3-25-18

03-4363-1111

03-4363-0111

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

1011101046260 ㈱ドリームホップ

1600016

東京都新宿区信濃町11-3

03-5368-0408

03-5368-0409

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

3120101053485 ドリームワーク（株）

5918024

堺市北区黒土町2173-1

072-240-3839

072-240-2469

市外

法人

各種業務代行、人材派遣

5300003

大阪市北区堂島1-6-20

06-6345-0100

06-6345-0700

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

（株）ナースパワー人材センター ナースパ

2330001003306 ワー大阪

堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ6階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1130001011313 内外エンジニアリング（株） 大阪支社

5410043

大阪市中央区高麗橋1-6-10

06-6221-3081

06-6221-3083

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

5180001097294 長田広告（株）

4960045

愛知県津島市東柳原町5-5-1

0567-26-5251

0567-26-6099

市外

法人

各種企画・制作

中塚総合保険事務所

5940065

和泉市観音寺町662

0725-45-7887

0725-41-5957

市外

個人

損害保険取扱代理業

3120101005180 中辻産業㈱忠岡工場

5950802

泉北郡忠岡町高月南3-20-3

0725-43-2245

0725-45-5587

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7180001039179 中日本建設コンサルタント(株)大阪事務所

5400026

大阪市中央区内本町1-3-5

06-4794-7001

06-4794-7724

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

3180001031924 中日本航空（株） 大阪支店

5810043

八尾市空港2-12

072-993-7200

072-928-6350

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

4120001086023 ナカバヤシ（株） 大阪支社

5360005

大阪市城東区中央2-1-23

06-6930-6677

06-6930-3660

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連
その他

6310001008856 （株）ナカムラ消防化学 大阪営業所

5550032

大阪市西淀川区大和田5-21-20-102

06-6476-3585

06-6476-3586

市外

法人

建物・施設の維持管理

1120001029496 中村石材工業（株）

5520012

大阪市港区市岡3-16-3

06-6571-1206

06-6575-2501

市外

法人

調査・測定
文化財保存・修復

5970071

貝塚市加神1-24-24

072-424-9593

072-424-9593

市外

個人

建物・施設の維持管理

5900063

堺市堺区中安井町3-2-13

堺フコク生命ビル8Ｆ

072-229-6100

072-229-6102

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

5918025

堺市北区長曽根町46

ｱｸｼｽｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ302

072-260-4162

072-260-4163

市外

個人

不動産鑑定

9120001086241 （株）ナニワ計算センター

5410059

大阪市中央区博労町2-4-11

中博ﾋﾞﾙ内

06-6264-6222

06-6264-7638

市外

法人

情報セキュリティ監査
情報処理・コンピューター関連

3120001018373 ナフス（株）

5440015

大阪市生野区巽南5-4-26

06-6791-8962

06-6791-8762

市外

法人

給食調理業務

8120001027931 ナフス南（株）

5510031

大阪市大正区泉尾7-1-17

06-6553-2351

06-6553-1055

市外

法人

給食調理業務

仲山電気設備管理事務所

7430001056297 ㈱ナガワ 堺営業所

なつみ不動産鑑定
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

7150002007088 （有）奈良環境調和研究所

6330062

奈良県桜井市大字粟殿1007-6

0744-49-3744

0744-49-3745

市外

法人

調査・測定

9120101040016 南海ウイングバス南部（株）

5980021

泉佐野市日根野5619-2

072-467-0091

072-467-0971

市外

法人

運送

9120001039389 （株）南海国際旅行 和歌山営業支店

6408203

和歌山市東蔵前丁3-17

073-422-7166

073-432-2044

市外

法人

旅行業

9120001003980 （株）南海宣伝社

5570014

大阪市西成区天下茶屋3-12-7

06-6661-2365

06-6659-4017

市外

法人

各種企画・制作

5120001086344 南海ビルサービス（株）

5420076

大阪市中央区難波5-1-60

06-6647-0001

06-6647-8088

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

2120101005363 ナンブフードサービス（株）

5900833

堺市堺区出島海岸通4-1-28

072-244-3541

072-244-3546

市外

法人

給食調理業務

8120001086432 西尾レントオール（株） ＲＡ西日本営業部

5360014

大阪市城東区鴫野西2-6-8

06-4258-1240

06-4258-1241

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

6078142

京都府京都市山科区東野中井ノ上町730

075-204-7346

075-502-6260

市外

個人

文化財の複製・復元他

4120101037297 錦電設（株）

5960816

岸和田市尾生町443

072-443-4392

072-443-4393

市内

法人

施設・設備の保守点検

1140001016600 （株）西日本環境

6530812

神戸市長田区長田町7-3-2

078-643-2809

078-643-1966

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7120001105366 （株）西日本水道センター 大阪支店

5320003

大阪市淀川区宮原2-10-9

06-6396-8118

06-6396-9711

市外

法人

調査・測定

西川工房

7120001077523 西日本電信電話（株） 大阪支店

550001

大阪市西区阿波座2-1-11

06-6484-9272

06-6881-5190

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
情報セキュリティ監査

5010401023437 （株）西原環境 関西支店

5320011

大阪市淀川区西中島3-9-12

06-4805-7750

06-4805-7760

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

8120102021429 （有）西村ポンプサービス

5960042

岸和田市加守町1-15-3

072-439-7528

072-432-5178

市内

法人

施設・設備の保守点検

3010001025868 （株）ニチイ学館

1018688

東京都千代田区神田駿河台2-9

03-3291-2121

03-3291-6886

市外

法人

各種業務代行、人材派遣
施設・設備の運営（運転）管理
調査研究・行政コンサルタント
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号
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令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2120001006065 （株）ニチダン

5450021

大阪市阿倍野区阪南町5-3-5

06-6623-2551

06-6623-2566

市外

法人

給食調理業務

8120001004063 （株）日電商会

5900983

堺市堺区山本町1-36-6

072-242-6520

072-242-6561

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

4010001027005 日化メンテナンス（株） 大阪営業所

5780911

東大阪市中新開2-5-7

072-966-9800

072-960-0911

市外

法人

建物・施設の維持管理

4120901009867 （株）日環サービス

5660052

摂津市鳥飼本町2-11-24

072-653-2061

072-653-3401

市外

法人

調査・測定

6290001041026 （株）ニック

8160905

福岡県大野城市川久保3-1-23

092-504-2489

092-504-2900

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3120901025089 （株）ニック

5610841

豊中市名神口3-7-14

06-6334-2981

06-6334-0460

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3120001029552 （株）日螢機電

5960051

岸和田市岸野町16-8

072-437-9587

072-438-6413

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

5120001086633 （株）日経サービス

5420081

大阪市中央区南船場1-17-10

06-6268-6588

06-6268-6790

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
各種業務代行・人材派遣
その他

7010001007490 （株）日建設計総合研究所 大阪オフィス

5410042

大阪市中央区今橋4-3-18

06-6226-0609

06-6226-0610

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

9120001006091 日光医料器械（株）

5810018

八尾市青山町4-10-22

072-999-1411

072-999-1422

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

9120101038588 ㈱日興センチュリー

5960046

岸和田市藤井町1-17-18

441-9400

441-9411

市内

法人

その他

9010901015459 日興通信（株） 大阪支店

5410047

大阪市中央区淡路町1-4-9

TPR北浜ﾋﾞﾙ4階

06-7223-8425

06-7223-8426

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

9010001063474 日清医療食品（株） 関西支店

5300017

大阪市北区角田町8-1

梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ21
06-6365-3301
階

06-6365-3313

市外

法人

給食調理業務

4490001001754 日進設備工業（株）

7808015

高知県高知市百石町4-11-6

088-831-5000

088-831-5013

市外

法人

調査・測定

1010001025449 日信防災（株） 大阪支店

5500012

大阪市西区立売堀1-3-13

06-6532-4995

06-6532-0389

市外

法人

施設・設備の保守点検
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2010701007547 （株）ニッセイコム 公共システム事業部

5300005

大阪市北区中之島3-2-4

06-7507-2255

06-7507-2239

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2010801013387 ニッセイ情報テクノロジー（株）

1448721

東京都大田区蒲田5-37-1

03-5714-2320

03-5703-7110

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

3011001017236 ニッタン（株） 関西支社

5410053

大阪市中央区本町2-1-6

06-4256-4580

06-4256-4596

市外

法人

建物・施設の維持管理

1010001025515 日通商事（株） 大阪支店

5300071

大阪市北区中津5-4-10

06-6451-6781

06-6451-7401

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6120001068606 （株）日展

5300028

大阪市北区万歳町3-7

06-6362-2210

06-6362-6030

市外

法人

各種企画・制作
その他

9011401005058 部

5420073

大阪市中央区日本橋2-9-16

06-6647-4846

06-6634-3038

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

3011101054807 日東工営（株） 大阪支店

5410052

大阪市中央区安土町1-7-3

06-6260-0210

06-6260-0211

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3120001039477 ター

5960811

岸和田市下池田町1-10-8

072-444-0012

072-445-1445

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

9010001075825 日本オーチス・エレベータ（株） 西日本支社

5406110

大阪市中央区城見2-1-61

06-6949-1338

06-6949-1328

市外

法人

施設・設備の保守点検

8010001032991 日本カルミック（株）

1020074

東京都千代田区九段南1-5-10

03-3230-6753

03-3230-6756

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
建物・施設の維持管理

5120101045407 日本興商（株）

5970093

貝塚市二色中町9-1

072-432-2888

072-432-2889

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2290801002908 日本コンピューター（株）

8020004

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2-4-1

093-521-8123

093-521-8125

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

6011001058120 日本事務器（株） 関西支社

5300003

大阪市北区堂島2-4-27

050-3000-1702 06-4796-8741

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5130001024831 （株）日本シューター 大阪支店

5500011

大阪市西区阿波座2-2-18

06-6532-4680

06-6532-4688

市外

法人

施設・設備の保守点検

4010401022860 日本通運（株） 大阪支店

5308670

大阪市北区中津5‐4‐10

06-6451-0987

06-6451-4443

市外

法人

運送
廃棄物処分・引取り、リサイクル

日東カストディアル・サービス（株） 大阪営業

日東電機産業（株） ビジネスシステムセン

60/85

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

7010401022916 日本電気（株） 関西支社

5408551

大阪市中央区城見1-4-24

06-6945-1111

06-6945-3050

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種企画・制作

4120001030138 日本電通（株）

5520003

大阪市港区磯路2-21-1

06-6577-4111

06-6577-4145

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

6010401039960 日本トーター（株）

1088275

東京都港区港南2-16-1

03-5783-2200

03-5769-7551

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

4021001020279 日本ピーマック（株） 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島5-13-9

06-6101-7555

06-6101-7556

市外

法人

施設・設備の保守点検

9010601024883 日本ビルコン（株） 近畿支社

5550012

大阪市西淀川区御幣島1-10-8

06-6472-5511

06-6472-6611

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

1010001112577 日本郵便（株） 岸和田郵便局

5968799

岸和田市沼町33-33

072-439-5194

072-439-2204

準市内

法人

情報処理・コンピューター関連
運送

1010001128061 日本アイ・ビー・エム（株）

1038510

東京都中央区日本橋箱崎町19-21

03-6667-1111

03-5642-2201

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

9130001033548 （株）日本医学臨床検査研究所

6130046

京都府久世郡久御山町大橋辺16-10

075-631-6181

075-631-9024

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

5120901007837 日本イメージシステムズ（株）

5640044

吹田市南金田2-11-12

06-6330-0011

06-6330-0134

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6220001005078 （株）日本海コンサルタント 関西支店

5400024

大阪市中央区南新町1-1-1

06-4790-9811

06-4790-9812

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

2020005010230 （一財）日本環境衛生センター

2100828

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6

044-288-4896

044-299-2294

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
その他

3120901007847 日本環境分析センター（株）

5660001

摂津市千里丘5-16-21

06-6380-6660

06-6380-6290

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

9140001069797 日本管財（株）

5410047

大阪市中央区淡路町3-6-3

06-6223-7041

06-6223-7941

市外

法人

建物・施設の維持管理

4140001072021 （株）日本管財環境サービス 大阪支店

6620911

西宮市池田町9-7

0798-32-8360

0798-32-8435

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

6010001033050 日本教育情報機器（株）

1000005

東京都千代田区丸の内3-4-1

03-3287-2181

03-3287-2189

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
廃棄物処分・引取り、リサイクル

御堂筋MTRﾋﾞﾙ5階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

2430001020828 （株）日本経営情報システム

0620932

北海道札幌市豊平区平岸2条5-2-14

6010001032853 （株）日本経済研究所

1000004

9010001085139 日本検査（株） 理化学試験センター

8020001074991 日本原料（株） 関西支店

方書

第5平岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ601号

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

011-842-6913

011-842-6937

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

東京都千代田区大手町1-9-2

03-6214-4615

03-6214-4602

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

5780982

東大阪市吉田本町3-7-10

072-965-7701

072-965-7703

市外

法人

調査・測定

5400026

大阪市中央区内本町1-3-5

06-6941-5555

06-6941-5559

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

06-7177-9500

06-6311-2321

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

大阪市平野区西脇2-6-12

平野ｴｱｸﾘｱﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ202
06-6777-3161
号

06-6777-3162

市外

法人

調査・測定
市場調査・交通量調査等

53280003

大阪市淀川区宮原３-5-36

新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ6F

050-3820-7035 06-6399-6525

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

8120001135239 日本国民食（株）

1030012

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

03-6861-4499

03-6861-4477

市外

法人

給食調理業務

3010401057222 （株）日本サーモエナー 南大阪支店

5900952

堺市堺区市之町東5-2-11

075-226-5165

072-226-5167

市外

法人

施設・設備の保守点検

5010001025874 (株) 日本サポートサービス

1010064

東京都千代田区神田猿楽町2-2-10

03-3291-6943

03-3291-2135

市外

法人

各種業務代行、人材派遣医療検査・検
診・健康指導
情報処理・コンピューター関連

3120001072817 日本システム技術㈱

5300005

大阪市北区中之島2-3-18

06-4560-1050

06-4560-1038

市外

法人

情報処理・コンピュウーター関連、各種業
務代行、人材派遣、その他

2010001016851 日本工営（株） 大阪支店

5300047

大阪市北区西天満1-2-5

7180002058979 （有）日本交通流動リサーチ 大阪支社

5470035

2011101016254 日本光電工業（株） 関西支社

1010001033237 日本写真判定（株）

1020071

東京都千代田区富士見2-4-11

03-3265-4851

03-3239-4685

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）
その他

9010001110631 日本信号（株） 大阪支社

5300018

大阪市北区小松原町2-4

06-6312-3851

06-6312-8597

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

4140001025004 日本水機調査（株）

6500024

兵庫県神戸市中央区海岸通1-1-1

078-325-5373

078-325-5374

市外

法人

調査・測定
その他

4370301001061 日本水道管路（株）

1040053

東京都中央区晴海3丁目13番1－4923号

03-3531-6300

03-6332-9424

市外

法人

調査・測定

神戸ﾒﾘｹﾝﾋﾞﾙ304号
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

1120001053315 日本スクリーン（株）

5370003

大阪市東成区神路3-2-4

06-6977-8822

06-6977-8823

市外

法人

施設・設備の保守点検

1120101041780 （株）日本セレモニー辻

5960825

岸和田市土生町2-3128-2

072-436-0042

072-436-0042

準市内

法人

葬祭業務

4120001006798 （株）日本宣伝企画社

5500002

大阪市西区江戸堀1-14-5

06-6448-0825

06-6448-0238

市外

法人

各種企画・制作

1240001032884 （株）日本総合科学 大阪支所

5320002

大阪市淀川区東三国4-11-4

06-6151-2572

06-6151-2573

市外

法人

環境調査・測定

7010501010507 日本通信紙（株） 大阪支店

5360005

大阪市城東区中央2-1-27

06-6931-0100

06-6931-0102

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

9010701025303 日本データカード（株） 大阪支店

5410057

大阪市中央区北久宝寺町3-6-1

0570-032-223

03-6744-2714

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120001116868 日本デジタルアーカイブス（株）

5320033

大阪市淀川区新高2-6-28-206

06-6398-7186

06-6394-6186

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種企画・制作

2010601038584 日本電子計算（株） 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島2-12-11

06-6307-5437

06-6305-1959

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

4011001045013 日本トータルテレマーケティング（株）

新大阪明成ﾋﾞﾙ3F

本町南ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ7Ｆ

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
建物・施設の維持管理
医療検査・検診・健康指導
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派
賃貸（リース・レンタル）
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定

1500002

東京都渋谷区渋谷3-12-18

03-6730-0001

03-6730-0000

市外

法人

8140001012270 ター

6500032

神戸市中央区伊藤町119

078-332-0871

078-332-0283

市外

法人

2010001062433 日本ビル・メンテナンス（株） 大阪支社

5410059

大阪市中央区博労町2-2-13

06-6125-0341

06-6125-0340

市外

法人

6120001034095 日本文教出版（株）

5580041

大阪市住吉区南住吉4-7-5

06-6692-1261

06-6606-5171

市外

法人

各種企画・制作

（株）日本ビジネスデータープロセシングセン

8010001033692 日本ベンダーネット（株）

1020072

東京都千代田区飯田橋4-8-3

03-3265-0978

03-3265-0968

市外

法人

施設・設備の保守点検
建物・施設の維持管理
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

3012401012867 日本無線（株） 関西支社

5300001

大阪市北区梅田3-4-5

06-6344-1643

06-6344-1714

市外

法人

施設・設備の保守点検

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
施設・設備の保守点検

5120001073004 日本メンテナスエンジニヤリング（株）

5300035

大阪市北区同心1-7-14

06-6355-3000

63/85

06-6882-5568

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

2010601029542 日本ユニシス（株） 関西支社

郵便番号

5300011

住所（委任先）

大阪市北区大深町3-1

1010401023408 (株)日本旅行 関西法人営業部

5450053

大阪市阿倍野区松崎町1-2-12

3120001068658 日本旅行ビジネスソリューションズ（株）

5300001

大阪市北区梅田1-11-4

6021001014543 （株）日本レップス 関西営業所

5710048

門真市新橋町12-18

5480001003577 （株）日本漏防コンサルタント 大阪営業所

5330033

2120001086883 （株）ニュージェック

方書

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰB

電話番号

06-7178-0137

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

06-6372-1758

地域区分

法人区分

市外

法人

入札参加希望業種（大分類）

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
その他
調査・行政コンサルタント
各種企画・制作
各種業務代行、人材派遣
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
旅行業

06-6621-4125

06-6621-4180

市外

法人

大阪駅前第4ﾋﾞﾙ12階

06-4796-3733

06-4796-3737

市外

法人

三松ﾏﾝｼｮﾝ505号

06-6907-1301

06-6907-1302

市外

法人

調査・測定

大阪市東淀川区東中島1-17-5

06-6326-7787

06-6326-7797

市外

法人

調査・測定

5310074

大阪市北区本庄東2-3-20

06-6374-4003

06-6147-7412

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

2010001139553 ＮＯＶＡホールディングス（株）

1400002

東京都品川区東品川2-3-12

03-4405-7075

03-6863-7817

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

9120001050395 野里電気工業（株） パーキング事業部

5550022

大阪市西淀川区柏里2-4-1

06-6477-6081

06-6477-6029

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
賃貸(リース・レンタル）

1120901030611 ノダック（株）

3360025

埼玉県さいたま市南区文蔵3-28-6

048-711-7332

048-711-7335

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
その他

4010401023652 （株）乃村工藝社

1358622

東京都港区台場２－３－４

03-5962-1171

03-3570-2397

市外

法人

施設・設備の保守点検
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

8010001054020 野村興産（株） 関西営業所

5410043

大阪市中央区高麗橋2-1-2

06-4706-1345

06-4706-1346

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

4010001054032 （株）野村総合研究所

1000004

東京都千代田区大手町1-9-2

03-5533-2111

03-5877-7539

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

5010601023121 ノムラテクノ（株） 大阪支店

5560011

大阪市浪速区難波中2-10-70

06-6649-3336

06-6649-3340

市外

法人

施設・設備の保守点検

1180001123913 ＨＡＲＶＥＹ（株）

4640852

愛知県名古屋市千種区青柳町5-6

7120001087308 （株）ハートス

5410056

大阪市中央区久太郎町1-6-29

ﾌｫｰｷｬｽﾄ堺筋本町10階

64/85

050-5433-3090 050-6875-6860

市外

法人

06-6265-2651

市外

法人

06-6265-2652

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
各種企画・制作

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

5140001034086 ハートスフードクリエーツ（株）

6580045

兵庫県神戸市東灘区御影石町4-15-15

9020001118145 ハーベストネクスト（株）

2400004

9010001054416 ハイウエイ開発（株） 大阪支店

方書

ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

078-891-5401

078-891-5402

市外

法人

給食調理業務

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2120

045-336-1120

045-336-1127

市外

法人

給食調理業務

5300053

大阪市北区末広町3-21

06-6311-4811

06-6311-4818

市外

法人

建物・施設の維持管理

3120001007046 （株）ハウスビルシステム

5300001

大阪市北区梅田1-2-2-1200号

06-6346-5454

06-6346-0890

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行・人材派遣

5180001014753 葉隠勇進㈱関西支店

5330033

大阪市東淀川区東中島1-18-22

06-6940-6930

06-6940-6931

市外

法人

その他

6140002003592 （有）ハシノ工業

6511303

兵庫県神戸市北区藤原台南町2-19-1

078-987-4882

078-987-4883

市外

法人

建物・施設の維持管理

8013401001509 パシフィックコンサルタンツ（株） 大阪本社

5300004

大阪市北区堂島浜1-2-1

06-4799-7400

06-4799-7401

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

7160001007716 橋本技術（株） 大阪営業所

532006

大阪市淀川区西三国4-10-8-1011

06-6350-0558

050-3737-4149

市外

法人

5013201004656 （株）パスコ 大阪支店

5560017

大阪市浪速区湊町1-2-3

06-6630-1903

06-6630-1905

市外

法人

1010001067359 （株）パソナ

5410059

大阪市中央区博労町3-5-1

06-7636-6104

06-7636-6143

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

2120101031426 八光海運（株）

5850002

南河内郡河南町大字一須賀453-1

0721-93-2222

0721-93-5610

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

6120101031513 八光興業（株）

5830992

南河内郡太子町大字山田1116-36

0721-98-1666

0721-80-4444

市外

法人

3120101020873 （株）花泉

5900021

堺市堺区北三国ヶ丘町8-4-3

072-238-8887

072-238-8714

市外

法人

各種企画・制作
葬祭業務
その他

5406214

大阪市中央区城見2-1-61

06-6946-6216

06-6945-5826

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5400001

大阪市中央区城見2-1-61

06-6910-0133

06-6910-0141

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

パナソニック（株） ライフソリューションズ社近

5120001158218 畿電材営業部大阪中央電材営業所

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 近畿支

3120001089786 店

Nﾋﾞﾙ2階

電話番号

令和２年１０月１日現在

新大阪丸ビル別館６F

65/85

調査・測定
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
施設・設備の保守点検
調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

調査・測定

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

8010501032913 パナソニック産機システムズ（株） 近畿支店

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5410059

大阪市中央区博労町1-3-10

06-6125-2617

06-6125-2648

市外

法人

施設・設備の保守点検

3010001129215 （株） 関西社

5320003

大阪市淀川区宮原1-2-33

06-6150-9370

06-6150-9390

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

1120001033473 （株）ババ

5570063

大阪市西成区南津守5-6-12

06-6658-3060

06-6658-6070

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6120001036133 （株）馬場酸素

5530002

大阪市福島区鷺洲4-6-26

06-6451-5552

06-6451-3115

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3170001007891 ㈱はまだ

6496425

和歌山県紀の川市中井阪74

0736-78-3939

0736-78-3535

準市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7120101048300 （株）ＨＡＭＡＤＡサービス

5960814

岸和田市岡山町988-6

0120-841-886

072-444-0188

市内

法人

建物・施設の維持管理

原電気設備管理事務所

5960823

岸和田市下松町1152-23

072-427-7713

072-427-7713

市内

個人

建物・施設の維持管理

5500014

大阪市西区北堀江2-2-25

06-6536-2251

06-6536-2252

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
その他

5990232

阪南市箱作2307-1

072-476-3333

072-476-3336

市外

個人

建物・施設の維持管理

5610832

豊中市庄内西町5-1-24

06-6866-3150

06-6866-3149

市外

法人

運送
各種業務代行・人材派遣

5860805

岸和田市田治米町521

072-445-5333

072-445-5333

市内

個人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

9120001194325 （株）阪神オートリサイクル

5590011

大阪市住之江区北加賀屋3-2-18

06-6681-1119

06-6681-1159

市外

法人

廃棄物処理・引取り、リサイクル

2120001046672 阪神給食（株）

5500013

大阪市西区新町2-18-8

06-6533-0005

06-6533-0008

市外

法人

給食調理業務

4120001163838 （株）阪神マテリアル

5590011

大阪市住之江区北加賀屋3-2-18

06-6681-1900

06-6681-1159

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5150001001936 （株）阪奈宣伝社 大阪支店

5420073

大阪市中央区日本橋1-5-16

06-6214-5583

06-6214-5584

市外

法人

各種企画・制作

パナソニックシステムソリューションズジャパン

5120001134235 ハロー・テクノ（株）

阪紀白蟻

1120901019670 阪急コミューターバスマネジメント（株）

阪祥建業
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

2120101038388 阪南設備工業（株） 岸和田支店

5960078

岸和田市南上町1-28-5

072-422-3324

072-422-3302

準市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

6120101006102 （株）阪南ビジネスマシン

5998271

堺市中区深井北町3275

072-277-0855

072-277-0866

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
情報処理・コンピューター関連

4120001110674 阪和アセットアドバイザーズ（株）

5410054

大阪市中央区南本町2-1-1

06-4708-5452

06-4708-5453

市外

法人

不動産鑑定

1120101037507 阪和水道土木（株）

5960802

岸和田市西大路町54-11

072-443-2323

072-445-2725

市内

法人

建物・施設の維持管理
その他

9170001006970 （株）阪和総合防災 南大阪支店

5998273

堺市中区深井清水町3576

072-277-2688

072-277-2660

市外

法人

建物・施設の維持管理

5120001024956 阪和通工（株） 岸和田営業所

5960826

岸和田市作才町84-1

072-427-7540

072-428-1660

準市内

法人

建物・施設の維持管理

8190001000873 （株）ビーイング

5140003

三重県津市桜橋1-312

059-227-2932

059-227-7653

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

4010401024691 ㈱ピーエスシー 西日本支社

5410043

大阪市中央区高麗橋3-2-7

06-4707-7148

06-4707-7147

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

7011001019237 （株）ビー・エム・エル 堺営業所

5918025

堺市北区長曽根町3007-1

072-242-8898

072-240-1277

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

4010001160557 （株）ビーコンラーニングサービス

1030025

東京都中央区日本橋芧場町2-2-1

03-6231-1670

03-6231-1677

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

8120101038713 （株）ピーシーポート

5960825

岸和田市土生町3-15-22

072-430-3011

072-430-2882

市内

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

1200001015240 ビーム計画設計（株）

5008455

岐阜県岐阜市加納栄町通7-30

058-271-9111

058-271-9112

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
その他

4120001158045 （株）東テスティパル

5710045

門真市殿島町6-1

06-6909-8181

06-6909-7509

市外

法人

給食調理業務

8390001015257 東日本漏水調査（株） 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島7-1-3-312

06-6307-0833

06-6307-0815

市外

法人

調査・測定

5120901008067 （株）ビケンテクノ

5640044

吹田市南金田2-12-1

06-6380-2141

06-6385-8391

市外

法人

建物・施設の維持管理

本町ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ

ＯＲＩＸ高麗橋ビル４階

ｻﾊﾞｰﾋﾞｱ岸和田206
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

6010401024970 日立キャピタル（株）

1058712

東京都港区西新橋1-3-1

0120-937-468

043-212-2728

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9010401023623 日立キャピタルオートリース（株） 関西支店

5320003

大阪市淀川区宮原3-3-31

06-7668-0900

06-7668-0905

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

6010701025710 （株）日立システムズ 関西支社

5300004

大阪市北区堂島浜1-2-1

06-6147-2894

06-6344-3240

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
施設・設備の保守点検

5300004

大阪市北区堂島浜1-2-1

06-6147-7328

06-6147-7324

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

9011501008398 所

5310076

大阪市北区大淀中5-14-31

06-6453-3321

06-6453-4198

市外

法人

施設・設備の保守点検

2010001027031 （株）日立ビルシステム 関西支社

5300004

大阪市北区堂島浜1-2-1

06-6453-9243

06-6453-9311

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

2250001009781 （株）日立プラントメカニクス 関西支店

5410053

大阪市中央区本町1-8-12

06-6271-1720

06-6271-1721

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120001087837 （株）ビット

5406131

大阪市中央区城見2-1-61

06-6945-5377

06-6945-5344

市外

法人

施設・設備の保守点検

7010701008334 ピツニーボウズジャパン（株） 大阪支店

5410052

大阪市中央区安土町2-3-13

06-6264-2500

06-6264-2512

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

1120001199281 （株）ヒューマンアソシエイト

5420081

大阪市中央区南船場4-11-17

船場ＭＫビル５Ｆ

06-6226-7105

06-6226-7106

市外

法人

建物・施設の維持管理
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰＢ 11
階

（株）日立ソリューションズ・クリエイト 第４営

1020001028459 業本部第１部

日立バッテリー販売サービス（株） 関西営業

5010001027466 （株）ヒューマントラスト 営業本部

5300011

大阪市北区大深町3-1

6011101018180 ヒューマンリソシア（株）

1600023

6140001061170 （株）兵庫分析センター

4160001010945 （株）日吉

ヒロ造園土木

建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

06-6485-0560

06-6485-0565

市外

法人

東京都新宿区西新宿7-5-25

03-6863-9962

03-6846-1219

市外

法人

6711116

兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8

079-236-9446

079-230-0220

市外

法人

調査・測定
施設・設備の保守点検
建物・施設の維持管理

5238555

滋賀県近江八幡市北之庄町908

0748-32-5111

077-502-2246

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定

5960046

岸和田市藤井町2-6-10

072-436-3915

072-436-3963

市内

個人

建物・施設の維持管理
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

7120901001235 （株）ファノバ

5300001

大阪市北区梅田1-2-2-1200号

06-6344-0540

06-6344-0541

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
各種業務代行、人材派遣
情報処理・コンピューター関連

5130001025094 （株）ファルコバイオシステムズ

6040911

京都府京都市中京区河原町通二条上る
清水町346

075-257-8500

075-257-8543

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

1010401025874 事業部

1088507

東京都港区港南2-13-37

0120-556-494

03-3740-3216

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

6040001040721 （株）Fair Medical

2701456

千葉県柏市泉1215

04-7199-7460

04-7199-7461

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

4120102024393 (有)フォワード

5960103

岸和田市稲葉町1719-1

072-479-2445

072-479-2446

市内

法人

建物・施設の維持管理

5120102021522 （有）福栄

5960816

岸和田市尾生町502-1

072-445-9280

072-445-9280

市内

法人

建物・施設の維持管理

8122002016211 （有）福商リサイクル

5810852

八尾市西高安町5-32-4

072-995-3196

072-995-3190

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

7120001180475 （株）フクショー

5430072

大阪市天王寺区生玉前町3-25

06-4302-5620

06-7635-2898

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
運送

2500001003486 福泉（株）

7900031

愛媛県松山市雄郡1-1-32

089-921-3132

089-932-3221

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

7120901016332 フクダ電子近畿販売（株） 堺営業所

5900959

堺市堺区大町西1-1-25

072-221-6171

072-223-8526

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

1120101007071 フクダライフテック関西（株）

5640042

吹田市穂波町6-21

06-6337-9448

06-6337-9447

市外

法人

医療検査・検診・健康指導
賃貸（リース・レンタル）

4120101021747 （株）フクトク

5870052

堺市美原区南余部53-3

072-363-1138

072-363-0076

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

5120101052733 （株）２９３３ かいづか旅行センター

5970053

貝塚市地蔵堂74-2

072-436-9112

072-436-9113

市外

法人

旅行業

2120101037448 富士機械工業（株）

5960844

岸和田市土生滝町961-6

072-427-6565

072-427-6500

市内

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

3110001004787 富士建設工業（株）

9503102

新潟市北区島見町3307-16

025-255-4161

025-255-3301

市外

法人

施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理

（株）フィリップス・ジャパン ヘルスシステムズ

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ

ｲｵﾝ貝塚店2階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

3010401026904 フジ産業（株） 関西支店

5320003

大阪市淀川区宮原4-1-45

8120001088619 富士産業（株）

5590034

7010401026784 富士産業（株）

2120001092898 富士ゼロックス大阪（株） 公共文教営業部

方書

ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6151-3261

06-6151-3262

市外

法人

給食調理業務

大阪市住之江区南港北2-1-10

06-4703-2345

06-4703-1188

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

1050004

東京都港区新橋5-32-7

03-5400-6111

03-5400-6122

市外

法人

給食調理業務

5410042

大阪市中央区今橋2-5-8

06-6205-0653

06-6205-3700

市外

法人

情報処理・コンピューター
関連賃貸（リース・レンタル）

2011401007325 事業本部 関西支店

5500001

大阪市西区土佐堀2-2-17

06-6225-0390

06-6225-0394

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
その他

1010601027646 富士ソフトサービスビューロ（株）

1300022

東京都墨田区江東橋2-19-7

03-5600-1731

03-5600-1730

市外

法人

建物・施設の維持管理
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

7013201006873 （株）富士ダイナミクス 大阪営業所

5330033

大阪市東淀川区東中島2-9-15

06-6325-2761

06-6325-2779

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理

富士ゼロックスシステムサービス（株） 公共

新大阪八千代ﾋﾞﾙ9Ｆ

電話番号

令和２年１０月１日現在

06-6305-6851

06-6305-6850

市外

法人

調査・測定
各種業務代行・人材派遣
情報処理・コンピューター関連
その他

06-6920-5627

06-6920-5631

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

大阪市北区中之島2-2-2

06-6209-7353

06-6209-7361

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

5800004

松原市西野々2-1-45

072-333-9000

072-333-9966

市外

法人

施設・設備の保守点検

8010401050783 （株）富士通総研

1440054

東京都大田区新蒲田１-17-25

03-6424-6752

03-3730-6800

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

1013401002091 富士通フロンテック（株） 西日本支社

5400001

大阪市中央区城見2-2-53

大阪東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨ
06-6910-2210
ﾝｸﾞ8階

06-6949-2560

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連

5010001006767 西公共・金融統括営業部

5308250

大阪市北区梅田3-3-10

梅田ﾀﾞｲﾋﾞﾙ

06-6343-2668

06-6343-2287

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

2010001128507 富士通リース（株） 関西支店

5400001

大阪市中央区城見2-2-53

06-6910-2389

06-6910-2369

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9010401086851 フジ地中情報（株） 大阪支店

5320011

大阪市淀川区西中島3-9-12

1020001071491 富士通（株） 関西支社

5408514

大阪市中央区城見2-2-6

6010601024969 富士通エフ・アイ・ピー（株） 関西支社

5300005

6020001066941 ワーク営業部

（株）富士通ゼネラル 近畿情報通信ネット

（株）富士通マーケティング 地域営業本部関

富士通関西ｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

地域区分

法人区分

4010001028242 フジテコム（株） 大阪支店

5300047

大阪市北区西天満3-13-18

06-6362-6755

06-6362-6759

市外

法人

調査・測定

3160001009212 フジテック（株） 近畿統括本部

5678510

茨木市庄1-28-10

072-622-8151

072-622-8387

市外

法人

施設・設備の保守点検

2120001016122 富士鉄工（株）

5360014

大阪市城東区鴫野西2-12-4

06-6962-1131

06-6969-5220

市外

法人

調査・測定

9020001071492 富士電機（株） 関西支社

5300011

大阪市北区大深町3-1

06-7166-7300

06-7166-7399

市外

法人

建物・施設の維持管理

9010001087242 部

5300011

大阪市北区大深町3-1

06-7166-7360

06-7166-7366

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

6120101031174 藤野興業（株）

5840045

富田林市山中田町1-11-8

0721-24-0118

0721-24-2709

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

1010401069517 本部

5520007

大阪市港区弁天1-2-1

06-7688-6962

06-7688-6932

市外

法人

施設・設備の保守点検

6020001077096 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 西日本支社

5320003

大阪市淀川区宮原4-6-18

06-6398-6830

06-6398-6832

市外

法人

施設・設備の保守点検

2120001088657 富士プレハブ工業（株）

5500006

大阪市西区江之子島2-1-37-3104号

06-6479-1370

06-6479-1371

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2180001097041 富士ホイスト工業（株）

4980063

愛知県弥富市東末広9-16-1

0567-68-1177

0567-68-1180

市外

法人

施設・設備の保守点検

9010001055694 （株）フソウ 大阪支社

5500004

大阪市西区靭本町1-4-12

06-6479-1671

06-6479-1631

市外

法人

建物・施設の維持管理

8010701008696 扶桑電機工業（株） 大阪支店

5300043

大阪市北区天満4-3-1

06-6352-6970

06-6352-1752

市外

法人

施設・設備の保守点検

4120101006178 （株）双葉

5918037

堺市北区百舌鳥赤畑町1-34-10

072-252-3363

072-253-1236

準市内

法人

建物・施設の維持管理

3180001005325 （株）フューチャーイン 関西支店

6500034

神戸市中央区京町74

078-325-8415

078-331-1423

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

3010001028689 芙蓉総合リース（株） 大阪営業第二部

5410043

大阪市中央区高麗橋4-4-9

06-6201-2221

06-6201-2441

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

富士電機ITソリューション（株） 西日本事業本

富士フイルムメディカル（株） 関西地区営業

方書

京町74番ﾋﾞﾙ9F

71/85

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

6010001055739 （株）武揚堂 大阪支店

5400026

大阪市中央区内本町1-2-13

06-6941-4911

06-6941-3588

市外

法人

調査・測定
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

6120102021083 （有）プラス企画

5960044

岸和田市西之内町8-10

072-437-6116

072-437-6119

市内

法人

損害保険取扱代理業

9120102028415 （有）ＰＬＡＮＥＴ ＣＩＴＹ ｊａｐａｎ

5941114

和泉市国分町1716

0725-53-2403

0725-53-2404

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

1120001025116 プリントマシンセンター（株）

5430021

大阪市天王寺区東高津町7-11-402

06-6764-5567

06-6764-5441

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3010701023915 ㈱フルキャスト

1410031

東京都品川区西五反田8-9-5

03-4530-4848

03-4530-4868

市外

法人

建物・施設の維持管理、調査研究・行政
コンサルタント、情報処理・コンピューター
関連、各種業務代行、人材派遣

2120001047175 （株）ブレインサービス

5500011

大阪市西区阿波座2-4-23

06-6543-2338

06-6543-2337

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2120001165605 （株）ブレインファーム

5500003

大阪市西区京町堀1-6-2

肥後橋ﾙｰｾﾝﾄﾋﾞﾙ4階

06-6441-2211

050-3588-0077

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント

8120001168412 （株）ブレーンパワー

5300011

大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟ
06-4256-6601
ﾀﾙﾀﾜｰＣ11階

06-4256-6631

市外

法人

5010001081785 （株）プレック研究所 大阪事務所

5500004

大阪市西区靭本町1-14-15

06-6445-5900

06-6445-5901

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

8122001031681 (株)FLAWLESS

5820009

大阪府柏原市大正3-3-19

辻本ﾋﾞﾙ

072-983-5366

072-983-5366

市外

法人

施設・設備の保守点検

1120001070112 ㈱プロスパー・コーポレーション

5300002

大阪市北区曾根崎新地1-3-16

京當ビル

06-6347-8800

06-6347-1643

市外

法人

各種企画・制作
各種業務代行、人材派遣

1120101046441 （株）プロダクト

5940023

和泉市伯太町4-14-2

0725-58-7430

0725-58-7440

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

7120101025679 (株)フロムワン

5800026

大阪府松原市天美我堂7-500

072-335-5119

072-332-0412

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

8120001098329 （株）文化財サービス 大阪営業所

5320004

大阪市淀川区西宮原1-4-13

06-6395-0605

06-6395-0605

市外

法人

調査・測定

8280001000617 文化財調査コンサルタント（株）

6900822

島根県松江市下東川津町131

0852-23-8847

0852-23-8848

市外

法人

調査・測定
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各種業務代行・人材派遣

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

文化シヤッターサービス（株） 関西サービス

郵便番号

住所（委任先）

3010001088964 支店

5770012

東大阪市長田東1-3-28

5030001048782 ㈱平成エンタープライズ

3530004

埼玉県志木市本町5-22-26

9120001031610 平和興業（株）

5590007

ベストスタッフ

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6782-6343

06-6782-6322

市外

法人

施設・設備の保守点検

048-487-7019

048-487-7135

準市内

法人

運送、その他

大阪市住之江区粉浜西1-2-6

06-6672-0216

06-6675-5316

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

5960822

岸和田市額原町382-6-305

072-444-8705

072-444-8705

市内

個人

建物・施設の維持管理
その他清掃

1260001011820 （株）ベネッセコーポレーション 営業本部

7008686

岡山市北区南方3-7-17

042-356-0127

042-356-7120

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
その他

8011001045281 （株）ベネフィット・ワン

1000004

東京都千代田区大手町2-6-2

03-6870-3800

03-6870-3801

市外

法人

医療検査・検診・健康指導
その他

2120101037605 ベルテック（株）

5960011

岸和田市木材町3-7

072-436-0161

072-436-0171

市内

法人

施設・設備の保守点検

2011001034562 HENNGE（株）

1500036

東京都渋谷区南平台町16-28

03-6415-3660

03-6697-4645

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2120001144625 ペンタフ（株）

5310076

大阪市北区大淀中1-7-10

06-6458-1231

06-6458-1221

市外

法人

調査・測定

8200001011497 ㈱保安企画 大阪営業所

5610884

豊中市岡町北1-2-17

06-7177-1340

06-7177-1341

市外

法人

各種企画・制作、情報処理・コンピュー
ター関連

3120001070250 （株）法研関西

5300045

大阪市北区天神西町8-19

06-6364-1884

06-6365-6338

市外

法人

医療検査・検診・健康指導

6140002027518 （有）鳳鳴

6530038

兵庫県神戸市長田区若松町3-1-2

078-754-7200

078-754-7770

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

6150001006100 （株）ホウワ

6391115

奈良県大和郡山市横田町595-1

0743-57-8000

0743-59-0880

市外

法人

運送
賃貸（リース・レンタル）

8120101006265 （株）朋和

5998112

堺市東区日置荘原寺町407-1

072-285-2666

072-285-2667

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

4120001058336 （株）ボーサイ

5320013

大阪市淀川区木川西3-5-14

06-6305-1351

06-6305-4938

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

ＨＥＧビル

ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田駅前通り
107の3号室
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

6030001012597 （株）ボーダーリンク

3300844

埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1

3010701008973 ホーチキ（株） 関西支店

5780921

東大阪市水走3-6-41

7120001047328 （株）ホープ 岸和田営業所

5960023

岸和田市八幡町6-43-106

3290001029577 （株）ホープ

8100022

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5

2122001007076 ホームサービス（株）

5780944

8190001005369 （株）北斗エス・イー・シー 大阪事務所

方書

ACROSS 8階

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

048-631-0230

048-642-8620

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

072-966-8181

072-966-8171

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
各種業務代行・人材派遣
運送
廃棄物処分・引取り、リサイクル
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）
電力供給・購入

072-437-2109

072-437-2128

準市内

法人

092-716-1404

092-716-1467

市外

法人

東大阪市若江西新町3-3-10

06-6724-3601

06-6724-3634

市外

法人

建物・施設の維持管理

5670822

茨木市中村町1-37

072-632-8357

072-632-8638

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント

2120902018480 北部環境ソリューション(株)

5600035

豊中市箕輪3-6-21

06-6845-0026

06-6845-0027

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

5150001002736 （株）保険総合研究所

8608014

奈良市四条大路2-2-12

0742-33-2377

0742-35-3412

市外

法人

損害保険取扱代理業

1120001025289 ホシザキ京阪（株） 岸和田営業所

5960825

岸和田市土生町2-8-41

072-438-3665

072-438-6234

準市内

法人

施設・設備の保守点検
建物・施設の維持管理

3120101028792 （株）ホット．ライフ

5998237

堺市中区深井水池町3087

072-242-0012

072-242-0666

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

4120101038428 （株）ポリチェック

5970011

貝塚市北町30-10

072-432-9012

072-436-1971

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
その他

1290001045130 本多機工（株） 大阪支店

5300044

大阪市北区東天満2-9-1

06-6352-4012

06-6351-8838

市外

法人

建物・施設の維持管理

9120001070492 （株）マーケティング読宣

5300055

大阪市北区野崎町5-9

06-6361-7532

06-6315-1990

市外

法人

運送

9010001007225 ㈱マーケティングリサーチサービス

1700005

東京都豊島区南大塚2-45-8

03-5976-0711

03-5976-0730

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

6300001008527 マイタウンサービス（株）

8150037

福岡県福岡市南区玉川町9-12

092-408-5641

092-408-5642

市外

法人

各種業務代行・人材派遣

MG薬院ﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5122001006397 前川（株）

5770033

東大阪市御厨東1-3-42

06-6788-1771

06-6788-2759

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

1120001047424 （株）マコト電気

5300001

大阪市北区梅田3-4-5

06-7175-7950

06-7176-1278

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120101053466 ㈱マサタカ

5998114

堺市東区日置荘西町3-5-2

072-284-8008

072-287-0022

市外

法人

建物・施設の維持管理、各種業務代行、
人材派遣

4130001022571 （株）増田医科器械

6128443

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50

075-623-7111

075-623-7131

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他

2120101046192 （株）マツイコーポレーション

5940072

和泉市井ノ口町2-20

0725-44-1266

0725-44-1277

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理

9120102012591 （有）松下自転車工房

5870053

堺市美原区北余部西4-1-12

072-363-6026

072-363-6026

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5010001007344 （株）松村電機製作所 関西支店

5300043

大阪市北区天満2-12-16

06-6352-0245

06-6352-2972

市外

法人

施設・設備の保守点検

6120001033717 （株）マツモト楽器

5580032

大阪市住吉区遠里小野5-19-5

06-6694-6610

06-6693-5714

市外

法人

ピアノ調律・修理

9120901008451 的場商事（株）

5640037

吹田市市川岸町21-45

06-6381-3818

06-6381-3496

市外

法人

調査・測定

1140001016864 （株）マニックス

6530843

兵庫県神戸市長田区御屋敷通5-1-16

078-691-0404

078-691-3302

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

120001211677 ㈱まほろ不動産鑑定士事務所

5400004

大阪市中央区玉造2-16-4

06-4305-4727

06-4305-4728

市外

法人

その他

1120101006833 真弓興業（株）

5900975

堺市堺区大浜中町2-1-25

072-238-9261

072-233-7736

市外

法人

建物・施設の維持管理

2122001006978 （株）マルタマフーズ

5470048

大阪市平野区平野馬場1-17-15

06-6796-1800

06-6796-1827

市外

法人

給食調理業務

8170001005635 ステーション

5660061

岸和田市大北町1-24

072-437-5000

072-437-5980

準市内

法人

賃貸（リース・レンタル）

8210001003972 （株）マルツ電波 関西支店

6610012

兵庫県尼崎市南塚口町7-27-5

06-4950-0002

06-4950-0003

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

丸長商事（株） ダスキンレントオール岸和田
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

9010001137740 丸紅新電力（株）

1036060

東京都中央区日本橋2-7-1

03-3282-4788

6120101040200 （株）丸六

5980021

泉佐野市日根野3640

4170001003155 （株）丸和

6496112

1122001006681 （株）マルワ

5770025

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

03-3282-3309

市外

法人

電力供給・購入

072-467-2396

072-467-0863

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

和歌山県紀の川市桃山町調月1758-6

0736-66-1148

0736-66-2700

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
クリーニング

東大阪市新家3-9-31

06-6618-5900

06-6618-5901

市外

法人

給食調理業務

06-6344-2700

06-6344-2701

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

大阪市北区南森町1-4-10

06-6362-9106

06-6362-8404

市外

法人

施設・設備の保守点検

大阪市住之江区南港北1-12-35

06-6614-8136

06-6614-8381

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
医療検査・検診・健康指導

1120001016214 ミザック（株）

5300004

大阪市北区堂島浜1丁目4番16号

8120001070881 （株）水処理管理センター

5300054

1120001090341 ミズノスポーツサービス（株）

5598510

ｱｸｱ堂島NBFﾀﾜｰ17F

1120101041954 （株）水原土木

5940005

和泉市幸2-10-27

0725-41-3988

0725-44-5308

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

4010701026198 みずほ東芝リース（株）

1050001

東京都港区虎ノ門1-2-6

03-5253-6760

050-3730-6765

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3010401094447 みずほリース（株） 大阪営業部

5410043

大阪市中央区高麗橋4-1-1

06-6201-3981

06-6222-2541

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

2120001016320 水三島紙工（株）

5360006

大阪市城東区野江1-16-4

06-6932-1261

06-6935-2055

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

4210001004017 三谷コンピュータ（株）

9100393

福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13

0776-67-8005

0776-67-8024

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

1010001146146 （株）

1050023

東京都港区芝浦1-2-3

03-6858-9203

03-6858-9172

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5010401072079 三井住友ファイナンス＆リース（株）

1008287

東京都千代田区丸の内1-3-2

03-5219-6358

03-5219-6530

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9011001022577 ミツイワ㈱ 営業本部 関西営業部

5410053

大阪市中央区本町4-2-12

野村不動産御堂筋本町ビ
06-6244-3218
ル6Ｆ

06-6244-3219

市外

法人

施設・設備の保守点検
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

地域区分

法人区分

8010001067848 ミツウロコグリーンエネルギー（株）

1030027

東京都中央区日本橋2-11-2

03-6758-6311

03-3246-2350

市外

法人

電力供給・購入

6010701009572 三菱電機クレジット（株） 関西支店

5300001

大阪市北区梅田1-8-17

06-6345-1771

06-6345-2606

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

1010901011705 三菱電機システムサービス（株） 関西支社

5310076

大阪市北区大淀中1-4-13

06-6454-3911

06-6454-3926

市外

法人

施設・設備の保守点検

5010001030412 三菱電機ビルテクノサービス（株） 関西支社

5306018

大阪市北区天満橋1-8-30

06-6355-6000

06-6355-6006

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

5300003

大阪市北区堂島2-2-2

06-6131-6613

06-6131-7077

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

5900985

堺市堺区戎島町4-6

0725-32-5211

0725-32-5104

市外

法人

車両修理・整備

3010401011971 大阪

5308213

大阪市北区梅田2-5-25

06-7637-1500

06-7637-1501

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

3120001100750 ミディ総合管理（株）

5458545

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

06-6625-5566

06-6625-1707

市外

法人

施設・設備の運営（運転）管理
建物・施設の維持管理

8120101038465 （株）南大阪電子計算センター

5970073

貝塚市脇浜4-2-22

072-432-3663

072-432-3717

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

8120105008885 （社）南大阪ドローンスクール

5960067

岸和田市南町9-17-1117

050-7100-0637

市内

法人

調査・測定
各種企画・制作

2120101037778 （株）南大阪防災センター

5960813

岸和田市池尻町211

072-444-2805

072-444-9398

市内

法人

建物・施設の維持管理

4120102022158 （有）南旧宅薬店

5970105

貝塚市三ツ松821-1

072-446-0122

072-447-2690

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

1120101007039 （株）南テスティパル

5928333

堺市西区浜寺石津町西2-7-10

072-241-1081

072-241-1460

市外

法人

給食調理業務

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日

5010501020251 本本部

三菱ふそうトラック・バス（株） 近畿ふそう 堺

7020001078696 支店

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

入札参加希望業種（大分類）

5120101053839 三宅設備工業（株）

5960801

岸和田市箕土路町1-7-10

072-443-1512

072-443-1767

市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
各種業務代行・人材派遣
廃棄物処分・引取り、リサイクル

6260001014983 都ユニリース㈱ 神戸支店

6512228

神戸市西区見津が丘1-16-1

078-998-2580

078-998-2588

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
その他
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

072-447-6208

072-447-6207

準市内

法人

施設・設備の保守点検
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）

03-5768-0821

03-3716-8650

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

東大阪市長田中3-6-1

06-6745-1634

06-6746-2962

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5770013

東大阪市長田中3-6-1

06-6744-6311

06-6744-6315

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

5928341

堺市西区浜寺船尾町東3-408-1

072-267-0610

072-267-0620

市外

法人

物品等調達運営管理

5960825

岸和田市土生町5-12-6-104

072-426-3285

072-426-3285

市内

個人

建物・施設の維持管理

9120001090689 村中医療器（株）

5400036

大阪市中央区船超町2-3-6

06-6943-1221

06-6947-5360

市外

法人

施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

5010001007765 （株）ムラヤマ 大阪支店

5500001

大阪市西区土佐堀1-4-11

06-6446-2750

06-6446-3850

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

2140002064102 （有）メイカン 大阪営業所

5840044

富田林市別井5-3-16

0721-25-0644

0721-25-0744

市外

法人

施設・設備の保守点検

3170001005920 (株) 明光

6490101

和歌山県海南市下津町下津3080-1

073-492-1426

073-492-4659

市外

法人

産業廃棄物処分・引取り、リサイクル
施設・設備の運営(運転)管理

5140001051602 （株）明治クリックス

6610001

兵庫県尼崎市塚口本町3-28-8

06-6423-0662

06-6423-3452

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

5122001007404 （株）明西エンジニアリング

5780911

東大阪市中新開2-4-7

072-967-3400

072-967-3401

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

4180001033060 名鉄観光サービス（株） 大阪団体支店

5420076

大阪市中央区難波4-7-14

06-6645-8080

06-6645-8090

市外

法人

旅行業

1010701028239 （株）明電エンジニアリング 関西支社

6600805

兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1

06-6487-4953

06-6487-4957

市外

法人

施設・設備の保守点検

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
施設・設備の運営（運転）管理
情報処理・コンピューター関連

2140001011212 宮野医療器（株） 大阪南第二営業所

5960817

岸和田市岸の丘町2-2-10

4011001032639 （株）ムービーマネジメントカンパニー

1500022

東京都渋谷区恵比寿南1-1-10

6010001058667 （株）ムサシ 大阪支店

5770013

7122001012170 ムサシ・アイ・テクノ（株）

2430001016743 （株）ムトウ 南大阪支店

村岡電気設備管理事務所

4010701009640 （株）明電舎 関西支社

5410048

ｻｳｽｺﾗﾑ小林ﾋﾞﾙ8F

金鳥土佐堀ﾋﾞﾙ

大阪市中央区瓦町4-2-14

06-6203-6596

78/85

06-6203-6545

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

9010701009644 明電ファシリティサービス（株） 関西支店

5410048

大阪市中央区瓦町4-2-14

06-6203-6595

06-6203-6658

市外

法人

建物・施設の維持管理

9150001010108 名阪食品（株） 大阪事業部

5400028

大阪市中央区常盤町1-3-8

06-6942-5091

06-6942-5039

市外

法人

給食調理業務

6180001041350 （株）名豊

4600017

名古屋市中区松原2-2-33

8120101044447 鳴和環境（株）

5900521

泉南市樽井3-23-23

5122001020290 明和電気防災（株）

5810816

八尾市佐堂町1-1-4

8010401075293 メタウォーター（株） 関西営業部

5300018

大阪市北区小松原町2-4

5120101050357 （株）メット

5998238

堺市中区土師町4-5-17

9011001035190 （株）メディカル・コンシェルジュ なんば支社

5420076

大阪市中央区難波4-4-1

6011101034640 (株)メディカルトラスト 大阪営業所

5410057

大阪市中央区北久宝寺町4-4-2

4120102021671 （有）メディケアコーポレーション

5960054

岸和田市宮本町39-7

市外

法人

072-484-5396

072-484-5366

市外

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

072-996-4961

072-996-0007

市外

法人

建物・施設の維持管理

06-7709-9503

06-7709-9528

市外

法人

建物・施設の維持管理

072-270-0169

072-270-6463

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り、リサイクル

ﾋｭｰﾘｯｸ難波ﾋﾞﾙ

06-7668-1474

06-7668-1475

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
医療検査・検診・健康指導

本町ｺﾗﾎﾞﾋﾞﾙ903

06-6121-5512

06-612-5517

市外

法人

医療検査・検診・健康指導
各種業務代行、人材派遣
その他

072-430-0030

072-430-0039

市内

法人

賃貸（リース・レンタル）

oneﾋﾞﾙ103号

大阪富国生命ﾋﾞﾙ

06-6944-5997

06-6944-7103

市外

法人

072-673-5511

072-673-5522

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

大阪市中央区徳井町2-4-14

06-6946-1128

06-6946-9088

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

5960077

岸和田市上町36-10

072-436-2055

072-436-2056

市内

個人

医療検査・検診・健康指導

5410047

大阪市中央区淡路町1-3-14

06-6223-1021

06-6223-1022

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

5400021

大阪市中央区大手通１-3-5

8120901016983 （株）メディネット

5690072

高槻市京口町9-5

2120001090761 （株）メディブレーン

5400025

2120001090786 （株）メドケア

052-322-0130

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種業務代行・人材派遣

6120001163811 （株）メディテクノサービス

メディフロントミズノクリニック

052-322-0071

調査研究・行政コンサルタント
医療検査・検診・健康指導
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣

太陽生命高槻ﾋﾞﾙ4階

ﾆｭｰ淡路町ﾋﾞﾙ5F
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

8010401093122 （株）メフォス

1070052

東京都港区赤坂2-23-1

03-6234-7600

03-6234-7609

市外

法人

給食調理業務

6011301007099 ㈱茂木電機

1680073

東京都杉並区下高井戸3-32-33

03-3377-5259

03-3304-2811

市外

法人

施設・設備の保守点検、その他

1120101037770 ＭＯＧコンサルタント（株）

5960043

岸和田市宮前町20-20

072-423-2000

072-437-4445

市内

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

0742-22-3578

0742-27-1681

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
税理士業務
会計監査
その他

東京都台東区花川戸2-11-2

03-3842-1621

03-3845-1766

市外

法人

施設・設備の保守点検

5410053

大阪市中央区本町4-4-13

06-6245-5688

06-6245-5689

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2170001003355 安田金属興業（株） 貝塚工場

5970043

貝塚市橋本20-2

072-432-5552

072-432-8503

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

2011101037696 八千代エンジニヤリング（株） 大阪支店

5400001

大阪市中央区城見1-4-70

06-6945-9200

06-6945-9300

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

7120101037740 （株）薮野清掃社

5960064

岸和田市紙屋町7-3

072-422-1923

072-423-2395

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5120001048039 （株）ヤマイチテクノ 南大阪支店

5900024

堺市堺区向陵中町2-5-10

072-245-9100

072-245-9080

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
情報処理・コンピューター関連

5940022

和泉市黒鳥町3-25-5

0725-44-8641

0725-44-8641

市外

個人

建物・施設の維持管理

4120001021979 ㈱山久

5470027

大阪市平野区喜連1-9-35

06-6707-6011

06-6709-6027

準市内

法人

その他

7120101040273 山下染色(株)

5980002

泉佐野市中庄1320

072-462-3344

072-462-6375

市外

法人

建物・施設の維持管理

1010001092605 ヤマト運輸㈱ 岸和田臨海支店

5960011

岸和田市木材町11-11

072-437-4561

072-437-4562

準市内

法人

運送

5010401030061 （株）大和速記情報センター 関西営業所

5410045

大阪市中央区道修町1-7-1

06-6222-1210

06-6222-1280

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

8150005008520 （税）森田会計事務所

6308247

奈良県奈良市油阪町456

5010501014014 森平舞台機構（株）

1110033

5120001091162 安井工業写真（株）

山川電気設備管理事務所

第2森田ﾋﾞﾙ4階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

3122001007835 ヤマトヨ産業（株）

5770066

東大阪市高井田本通7-7-19

8080101011897 （株）ヤマモト 関西支店

6570056

3120101037835 （株）山本設備

方書

昌利ﾋﾞﾙ

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

06-6788-1581

06-6788-1071

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

兵庫県神戸市灘区千旦通2-5-11

078-414-8460

078-414-8461

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

5960808

岸和田市三田町209-1

072-445-2062

072-443-7903

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル

8140001062159 （株）やよい 大阪南営業所

5928342

堺市西区浜寺船尾町西4-374-2

072-263-5756

072-263-4789

市外

法人

施設・設備の保守点検

7120001103691 ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪支社

6610976

尼崎市潮江1-3-30

06-4960-8158

06-4960-8159

市外

法人

建物・施設の維持管理

4120001091502 ユアサエムアンドビー（株）

5306127

大阪市北区中之島3-3-23

06-6443-0111

06-6443-0116

市外

法人

施設・設備の保守点検

3010001088790 （株）ＵＲリンケージ 西日本支社

5406012

大阪市中央区城見1-2-27

06-6949-5758

06-6949-5740

市外

法人

各種業務代行・人材派遣
調査研究・行政コンサルタント
その他

3120001091494 （株）ユーエヌ土地利用研究所

5400026

大阪市中央区内本町2-2-14

06-6945-4474

06-6945-4486

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連

3120001048164 ユウキ産業（株）

5500003

大阪市西区京町堀2-2-15

06-6448-2885

06-6448-6766

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

6120001058945 （株）郵宣企画

5320011

大阪市淀川区西中島4-1-1

06-6305-2376

06-6305-5389

市外

法人

広告関連

1120101047588 （株）熊羆

5960825

岸和田市土生町1445-1

072-428-8889

072-428-8889

市内

法人

建物・施設の維持管理

6030001014288 ユナイテッド・インシュアランス 南大阪支店

5970014

貝塚市津田南町9-7

072-432-0014

072-432-4500

市外

法人

損害保険取扱代理業

5120101047675 （株）ユニオン環境

5900505

泉南市信達大苗代1045-1

072-480-6856

072-480-6857

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
その他

7140001011579 （株）夢工房

6510096

神戸市中央区雲井通2-1-9

078-291-7128

078-291-7127

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

1120101037861 （株）養植園 岸和田支店

5960844

岸和田市土生滝町1059-1

072-427-5906

072-428-0258

準市内

法人

建物・施設の維持管理
賃貸（リース・レンタル）

GSﾊｲﾑ内本町802号

TSKK神戸4階
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

5300001

大阪市北区梅田2-4-9

06-6341-1440

06-6341-1448

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

5960057

岸和田市筋海町6-22

072-422-4313

072-422-4313

市内

個人

給食調理（研磨）

9021001016090 横浜金属商事（株） 大阪支店

5640044

吹田市南金田2-8-4

06-6155-8340

06-6155-8341

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

3130001013514 （株）吉田生物研究所

6078454

京都市山科区厨子奥苗代元町31

075-581-0835

075-581-1809

市外

法人

文化財保存・修復

9120001067885 （株）讀宣 南大阪支社

5900982

堺市堺区海山町2-122

072-223-8460

072-223-8380

市外

法人

各種企画・制作
運送

8120101040306 （株）よろずや企画

5980046

泉佐野市羽倉崎1-1-5

072-466-4718

072-466-4728

準市内

法人

建物・施設の維持管理

9120103002204 Like合同会社

5970001

貝塚市近木町4-1

072-468-9355

072-468-9356

市外

法人

各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
賃貸（リース・レンタル）

2120101046531 （株）ライズテクノサービス

5970043

貝塚市橋本42-5

072-422-1771

072-422-2772

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

4010601042650 （株）ライズファクトリー

1020072

東京都千代田飯田橋2-1-4

03-3288-0099

03-3288-0097

市外

法人

各種企画・制作

2120001132687 （株）ライトテック

5500015

大阪市西区南堀江1-12-19

06-6535-8465

06-6535-8461

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）
臨床検査

4122001024656 ㈱ライトリー

5750042

四条畷市蔀屋本町2-6

072-879-0161

072-879-0162

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

2310001003076 （株）ライフライン 関西営業所

5980046

泉佐野市羽倉崎2-1-33-603

072-490-3533

072-490-3534

市外

法人

調査・測定

6120001121447 （株）ラヴェリオリンクスタッフ

5320011

大阪市淀川区西中島4-13-22

06-6838-7060

06-6838-7080

市外

法人

業務代行・人材派遣

7010001060127 ラサ商事（株） 大阪支店

5300005

大阪市北区中之島二丁目2番2号

06-6233-8585

06-6233-8580

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
賃貸（リース・レンタル）

9010001031943 ランドブレイン（株） 大阪事務所

5500005

大阪市西区西本町1-3-15

06-6541-2755

06-6541-2733

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作

2012401013379 横河ソリューションサービス（株） 関西支社

横田金物店

山田ﾋﾞﾙ3Ｆ

日東九段ﾋﾞﾙ6階

大拓ﾋﾞﾙ17 5階

大阪建大ﾋﾞﾙ
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令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

2120101029602 リアンコーポレーション（株）

5998114

堺市東区日置荘西町3-5-4

072-287-2500

2140001069250 （株）リヴァックス

6638142

兵庫県西宮市鳴尾浜2-1-16

2011101022608 （株）リクチ漏水調査

1610032

東京都新宿区中落合3-21-2

令和２年１０月１日現在

電話番号

ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

072-287-2505

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行・人材派遣

0798-47-7626

0798-41-5680

市外

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル
建物・施設の維持管理

03-3954-9225

03-3954-9158

市外

法人

調査・測定

市外

法人

調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

5010001149426 （株）リクルート

1006640

東京都千代田区丸の内1-9-2

03-6835-3000

2010001149429 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ

1410021

東京都品川区上大崎2-13-30

03-6895-2840

無

市外

法人

各種企画制作、情報処理・コンピューター
関連、調査研究・行政コンサルタント

1010001110829 事業部 官公庁・文教営業部

5400029

大阪市中央区本町橋1-5

06-6966-2036

06-6966-2045

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

7010601037788 リコーリース（株） 関西支社

5300004

大阪市北区堂島浜2-2-28

06-4799-4400

06-4799-4402

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9010401031452 理想科学工業（株） 理想堺支店

5900946

堺市堺区熊野町東4-4-19

072-228-2877

072-228-4388

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

3120101044484 （株）リバース

5900526

泉南市男里4-33-7

072-485-4545

072-482-9000

市外

法人

その他処分

8120101036576 リマテック（株）

5960015

岸和田市地蔵浜町11-1

072-438-6434

072-422-3617

市内

法人

廃棄物処分・引取り、リサイクル

4120101054367 ㈱リメイン

5840052

富田林市大字佐備401-3

0721-69-6900

072-921-6121

市外

法人

建物・施設の維持管理

9170001008975 龍神自動車（株） 大阪営業所

5900531

泉南市岡田1704

072-466-5551

072-466-2800

市外

法人

運送

9120101037887 （株）両国設備

5960077

岸和田市上町23-8

072-439-6000

072-430-3333

市内

法人

建物・施設の維持管理
廃棄物処分・引取り、リサイクル
その他

3011101022747 菱電エレベータ施設（株） 大阪支店

5300003

大阪市北区堂島2-2-2

06-4797-7370

06-4797-7371

市外

法人

施設・設備の保守点検

法人

調査研究・行政コンサルタント
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
情報セキュリティ監査

リコージャパン（株） 販売事業本部 関西MA

8260001007077 （株）両備システムズ

7008504

平成ﾋﾞﾙ1階

岡山県岡山市南区豊成2-7-16

086-264-0113

83/85

086-264-1159

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

郵便番号

住所（委任先）

方書

電話番号

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）
建物・施設の維持管理
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連
各種業務代行・人材派遣

9011001029944 りらいあコミュニケーションズ（株）

1510053

東京都渋谷区代々木2-6-5

03-5351-7200

03-5351-9337

市外

法人

5120101040317 （株）りんくう北中 岸和田支店

5960055

岸和田市五軒屋町6-11

072-438-2202

072-431-2629

準市内

法人

4120101040318 りんくう電設（株）

5980045

泉佐野市松原2-4-44

072-464-2142

072-464-3042

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検

5120101049309 (株)リンネ

5970015

貝塚市堀3-9-6

072-431-8822

072-431-8833

市外

法人

施設・設備の保守点検

4010001060583 （株）リンレイサービス

1030013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13

03-5643-5754

03-5643-5759

市外

法人

建物・施設の維持管理
その他

建物・施設の維持管理

5120001185666 （株）Ｌｅａ 岸和田本店

5960805

岸和田市田治米町502

072-444-6000

072-444-7000

準市内

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の運営（運転）管理
調査・測定
廃棄物処分・引取り・リサイクル

5140001083637 Lay企画出版（株）

6640023

伊丹市中野西1-147-1-18

072-767-7922

072-767-7922

市外

法人

各種企画・制作

7120102006190 （有）レオ設備コンサルタント 岸和田営業所

5960816

岸和田市尾生町2959-8

072-445-6557

072-259-6122

準市内

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定
その他

7010401086168 （株）ＬＥＯＣ 東海関西ＨＣ事業統括

5320003

大阪市淀川区宮原4-1-14

06-6391-2140

06-7654-8465

市外

法人

給食調理業務

5360001005791 レキオス・ウォーター（株） 西日本事業本部

5420081

大阪市中央区南船場1-12-3

06-4705-5887

06-6260-1113

市外

法人

調査・測定

2120001092320 レスター工業（株）

5400022

大阪市中央区糸屋町2-3-2

06-6941-8572

06-6941-0781

市外

法人

情報処理・コンピューター関連

3120901010231 （株）レックスリース

5500005

大阪市西区西本町1-4-1

06-6578-1525

06-6578-1562

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

9180001041942 （株）レッツ・コーポレーション

4600002

愛知県名古屋市中区丸の内2-6-10

052-201-6230

025-201-5050

市外

法人

賃貸（リース・レンタル）

4010001032368 （株）レンタルのニッケン 堺営業所

5928341

堺市西区浜寺船尾町東2-226

072-265-6391

072-265-0940

市外

法人

各種企画・制作
賃貸（リース・レンタル）

法人

調査・測定
各種業務代行・人材派遣
廃棄物処分・引取り、リサイクル
賃貸（リース・レンタル）

2150002008099 （有）ワーク 大阪営業所

5310064

大阪市北区国分寺2-2-7

村田ビル201

84/85

06-6335-9937

06-6335-9938

市外

令和２・３年度業務委託指名競争入札参加資格登録業者名簿
法人番号

企業名（委任先支店）

3120101051225 (株) ワイプロ

郵便番号

5960808

住所（委任先）

方書

岸和田市三田町118-3

電話番号

072-425-1055

令和２年１０月１日現在
ＦＡＸ番号

072-425-1056

地域区分

法人区分

入札参加希望業種（大分類）

市内

法人

建物・施設の維持管理

06-6762-7002

06-6766-6977

市外

法人

調査・測定
調査研究・行政コンサルタント
各種企画・制作
情報処理・コンピューター関連

和歌山県和歌山市新中島75-8

073-471-4565

073-474-2077

市外

法人

施設・設備の保守点検

大阪市中央区谷町6-9-26

06-6763-8410

06-6763-8411

市外

法人

調査・測定

4170001003733 和歌山航測（株） 大阪支店

5420012

大阪市中央区谷町6-4-8

1170001003752 和歌山自動ドア販売（株）

6410002

1170001003612 和建技術（株） 大阪支店

5420012

新空掘ﾋﾞﾙ209

3120101051720 （株）和晃

5998233

堺市中区大野芝町199-2

072-234-8950

072-234-8951

市外

法人

建物・施設の維持管理
施設・設備の保守点検
調査・測定
情報処理・コンピューター関連
廃棄物処分・引取り・リサイクル

5120101042081 ワコー防災（株）

5940042

和泉市箕形町6-442-1

0725-53-0019

0725-53-1433

市外

法人

建物・施設の維持管理
調査・測定

市外

法人

建物・施設の維持管理
各種業務代行、人材派遣
賃貸（リース・レンタル）
その他

準市内

個人

建物・施設の維持管理

市外

法人

情報処理・コンピューター関連
調査研究・行政コンサルタント
情報セキュリティ監査

7130001037872 ワタキューセイモア（株） 大阪営業所

渡邉電気設備管理事務所

6120101043987 one（株）

5640062

吹田市垂水町3-9-30

06-6192-7120

5960002

岸和田市吉井町3-14-12

050-3588-0574 050-3588-0574

5900521

泉南市樽井3-23-23

072-484-4147

85/85

06-6192-7135

072-484-4148

