
物品の製造 物品の販売 役務の提供等 物品の買い受け

３－０００１ 増井印刷（有） 750-0061 山口県下関市上新地町3-6-3 Ｄ    フォーム印刷 その他印刷類         

３－０００２ （株）鶴見精機 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-20 Ｃ Ｂ Ｂ  一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他       

３－０００３ 九州電子技研（株） 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡5-8-14 Ｄ Ｄ Ｄ  一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類        

３－０００４ （株）マルニ 753-0037 山口県山口市道祖町7-13 Ｃ Ｂ Ｂ  フォーム印刷 その他印刷類 電子出版物類 紙・紙加工品類       

３－０００５ （株）フジミツ 751-0833 山口県下関市武久町2-13-5  Ｃ Ｃ            
ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 医療用機器類 その他機器類

土木・建設・建築材料 その他         

３－０００７ （株）サンケン機構 750-0067 山口県下関市伊崎町1-4-14  Ｃ Ｃ            

３－０００８ ＪＦＥアドバンテック（株） 663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 Ｂ Ｂ   電気・通信用機器類 精密機器類         

３－０００９ （株）中国警備保障 740-0018 山口県岩国市麻里布町3-14-14   Ｃ            

３－００１０ 高塚ライフサイエンス（株） 700-8577 岡山県岡山市北区今1-3-9  Ｂ Ｂ            

３－００１１ （株）樟陽商会 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6  Ｂ             

３－００１２ 一般財団法人　日本気象協会 170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1  Ａ Ａ            

３－００１３ 第一設備（株） 780-0926 高知県高知市大膳町6-2  Ｄ Ｄ            

３－００１４ 藤井物産（株） 752-0992 山口県下関市長府野久留米町6-41  Ｃ             

３－００１５ （株）猪原商会 730-0051 広島県広島市中区大手町3-6-1  Ｃ Ｃ            

３－００１６ （有）上利金庫店 750-0006 山口県下関市南部町3-14  Ｃ Ｃ            

３－００１７ 泉菊印刷（株） 752-0927 山口県下関市長府扇町8-48 Ｃ    フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類 紙・紙加工品類      

３－００１８ ジャパンマリン（株） 750-0092 山口県下関市彦島迫町4-12-4  Ｄ Ｄ            

          

          

３－００２０ （株）特殊ガス商会 755-0037 山口県宇部市西梶返2-2-7  Ｂ Ｂ            

３－００２１ （株）光進ガードシステム 812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-17-27   Ｃ            

３－００２２ 中央工業（株） 750-0003 山口県下関市阿弥陀寺町8-12   Ｄ Ｃ           

３－００２３ 内海造船（株） 722-2493 広島県尾道市瀬戸田町沢226-6 Ａ Ａ Ａ  船舶類          

３－００２４ 片山化学工業（株） 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-5-10  Ａ             

          

          

３－００２６ （株）前川製作所 135-8482 東京都江東区牡丹3-14-15 Ｂ Ｂ Ｂ  一般・産業用機器類 その他         

３－００２７ 下関菱重エンジニアリング（株） 750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6-16-1 Ｃ Ｂ Ｂ  その他輸送・搬送機械器具類 一般・産業用機器類         

３－００２８ （株）小川長春館 721-0942 広島県福山市引野町5-4-23 Ｃ Ｃ   その他          

３－００２９ 富士商（株） 756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23  Ａ             

３－００３０ 特機システム電機（株） 751-0822 山口県下関市宝町5-1  Ｃ Ｃ            

３－００３１ （有）関門テクニクス 750-0092 山口県下関市彦島迫町1-19-41  Ｄ Ｄ            

          

          

３－００３３ プライスウォーターハウスクーパース（株） 104-0061 東京都中央区銀座8-21-1  Ａ Ａ            

３－００３４ （株）映像システム 108-0014 東京都港区芝4-2-3  Ｃ             

３－００３５ 呉共同機構（株） 825-0005 福岡県田川市大字糒824  Ｃ Ｃ            

３－００３６ （株）ナカハラプリンテックス 750-0067 山口県下関市大和町2-10-7 Ｃ    フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類 紙・紙加工品類      

３－００３７ 協伸産業（株） 750-0025 山口県下関市竹崎町4-6-8  Ｂ             

３－００３８ 三栄商事（株） 755-0061 山口県宇部市若松町1-1  Ｃ Ｃ            

３－００３９ アジア航測（株） 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 Ｂ Ｂ Ｂ  その他印刷類 電子出版物類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類 その他    

３－００４０ （株）三保造船所 424-0901 静岡県静岡市清水区三保3797 Ｂ Ｂ Ｂ  船舶類          

３－００４１ （株）西部毎日広告社 802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1   Ｃ            

３－００４２ （株）綜企画設計 101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-2   Ｃ            

３－００４３ ツカサ化工（株） 752-0953 山口県下関市長府港町11-14  Ｃ Ｃ            

３－００４４ アサヒプリテック（株） 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21   Ａ            

３－００４５ （株）大輝 183-0042 東京都府中市武蔵台3-7-8  Ｃ Ｃ            

３－００４６ 周南水処理（株） 745-0025 山口県周南市築港町6-10  Ｃ             

          

          

３－００４８ 西日本電信電話（株） 540-8511 大阪府大阪市中央区馬場町3-15  Ａ Ａ            

３－００４９ 大洋船具（株） 750-0016 山口県下関市細江町2-1-7  Ｄ             

平成25・26・27年度一般競争(指名競争)参加資格審査結果一覧表

〔平成２７年 ６ 月 １ 日 現在〕　　

登録番号 商号又は名称 郵便番号 住所
資格の種類及び等級 営業品目

物   品   の   製   造

３－０００６ サンセイ（株） 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-6-2 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

３－００１９ 正晃（株） 813-0062 福岡県福岡市東区松島3-34-33  Ａ Ａ  

３－００２５ 鉄道用品（株） 751-0822 山口県下関市宝町3-31  Ｄ Ｄ

Ａ

Ｂ

３－００３２ 東芝メディカルシステムズ（株） 324-8550 栃木県大田原市下石上1385  Ａ  

３－００４７ （株）ポートリリーフエンジニアリング 114-0012 東京都北区田端新町1-30-3  Ｃ   
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３－０００１ 増井印刷（有）                       

３－０００２ （株）鶴見精機 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他       情報処理 建物管理等各種保守管理 その他          

３－０００３ 九州電子技研（株） 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類      ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理           

３－０００４ （株）マルニ           広告・宣伝 調査・研究 電子出版          

３－０００５ （株）フジミツ 紙・紙加工品類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類   ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理           
ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 医療用機器類 その他機器類 写真・製図 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理 運送 車両整備 船舶整備 その他 その他  
土木・建設・建築材料 その他                     

３－０００７ （株）サンケン機構 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 土木・建設・建築材料       調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 船舶整備         

３－０００８ ＪＦＥアドバンテック（株） 電気・通信用機器類 精密機器類                     

３－０００９ （株）中国警備保障           建物管理等各種保守管理            

３－００１０ 高塚ライフサイエンス（株） 精密機器類 医療用機器類 その他機器類        賃貸借            

３－００１１ （株）樟陽商会 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 その他機器類                     

３－００１２ 一般財団法人　日本気象協会 精密機器類          調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 その他        

３－００１３ 第一設備（株） 一般・産業用機器類 土木・建設・建築材料         建物管理等各種保守管理            

３－００１４ 藤井物産（株） 燃料類 医療用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類                   

３－００１５ （株）猪原商会 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類   ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理 建物管理等各種保守管理          

３－００１６ （有）上利金庫店 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 医療用機器類 事務用機器類 事務用品類 その他    調査・研究 その他           

３－００１７ 泉菊印刷（株）                       

３－００１８ ジャパンマリン（株） 船舶類 その他         運送            
非鉄金属・金属製品類 燃料類 家具・什器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理 その他         

その他                      

３－００２０ （株）特殊ガス商会 燃料類 精密機器類 医療用機器類 医薬品・医療用品類       賃貸借 建物管理等各種保守管理           

３－００２１ （株）光進ガードシステム           建物管理等各種保守管理            

３－００２２ 中央工業（株）           賃貸借 その他         その他  

３－００２３ 内海造船（株） 船舶類          船舶整備            

３－００２４ 片山化学工業（株） 精密機器類 医薬品・医療用品類 その他                    
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 フォーム印刷 その他印刷類 電子出版物類 紙・紙加工品類 その他輸送・搬送機械器具類 家具・什器類 一般・産業用機器類 写真・製図 ソフトウェア開発 賃貸借 電子出版 その他      その他  

電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 事務用品類 土木・建設・建築材料 その他             

３－００２６ （株）前川製作所 一般・産業用機器類 その他         建物管理等各種保守管理 その他           

３－００２７ 下関菱重エンジニアリング（株） その他輸送・搬送機械器具類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類       調査・研究 情報処理 翻訳・通訳・速記 ソフトウェア開発 その他        

３－００２８ （株）小川長春館 その他                      

３－００２９ 富士商（株） 燃料類                      

３－００３０ 特機システム電機（株） 船舶類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類 その他機器類     情報処理 船舶整備           

３－００３１ （有）関門テクニクス 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 事務用機器類 その他機器類       建物管理等各種保守管理 船舶整備           

医療用機器類          ソフトウェア開発 その他           

                      

３－００３３ プライスウォーターハウスクーパース（株） 電子計算機類          調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 その他         

３－００３４ （株）映像システム 電気・通信用機器類                      

３－００３５ 呉共同機構（株） 一般・産業用機器類 その他         調査・研究 建物管理等各種保守管理           

３－００３６ （株）ナカハラプリンテックス                       

３－００３７ 協伸産業（株） 燃料類                      

３－００３８ 三栄商事（株） その他機器類 土木・建設・建築材料 その他        建物管理等各種保守管理 その他           

３－００３９ アジア航測（株） その他印刷類 電子出版物類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類 その他    広告・宣伝 写真・製図 調査・研究 情報処理 翻訳・通訳・速記 ソフトウェア開発 会場等の借り上げ 賃貸借 電子出版 その他   

３－００４０ （株）三保造船所 船舶類          船舶整備            

３－００４１ （株）西部毎日広告社           広告・宣伝 電子出版           

３－００４２ （株）綜企画設計           調査・研究 建物管理等各種保守管理           

３－００４３ ツカサ化工（株） 一般・産業用機器類 その他         建物管理等各種保守管理 その他           

３－００４４ アサヒプリテック（株）           建物管理等各種保守管理            

３－００４５ 大輝測量（株） その他          写真・製図 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理 電子出版 その他     

３－００４６ 周南水処理（株） その他機器類 その他                     
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 窯業・土石製品類 非鉄金属・金属製品類 船舶類 燃料類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類             

精密機器類 事務用機器類 その他機器類 事務用品類 その他                  

３－００４８ 西日本電信電話（株） 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類       調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理        

３－００４９ 大洋船具（株） ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 一般・産業用機器類 その他機器類 土木・建設・建築材料 その他                

３－００３２ 東芝メディカルシステムズ（株）

３－００４７ （株）ポートリリーフエンジニアリング

３－０００６ サンセイ（株）

３－００１９ 正晃（株）

３－００２５ 鉄道用品（株）

　営　業　品　目 営業品目 営業品目

物　　　　品　　　　の　　　　販　　　　売 役   務   の   提   供   等 物品の買受け
登録番号 商号又は名称
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物品の製造 物品の販売 役務の提供等 物品の買い受け

３－００５０ （一財）中国電気保安協会 730-0041 広島県広島市中区小町4-33   Ｂ            

３－００５１ （株）油谷計器 750-0075 山口県下関市彦島江の浦町1-11-20 Ｄ Ｃ Ｃ  一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類        

３－００５２ 下関ヤンマー販売（株） 750-0066 山口県下関市東大和町1-4-5  Ｃ Ｃ            

３－００５３ （株）森芳楽園 752-0933 山口県下関市長府松小田本町8-31  Ｃ Ｃ            

３－００５４ （株）下関植木 751-0847 山口県下関市古屋町1-12-3  Ｃ Ｃ            

３－００５５ （株）まるき屋木本 742-1101 山口県熊毛郡平生町平生町189-48  Ｄ Ｄ            
非鉄金属・金属製品類 電子出版物類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他      

          
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 窯業・土石製品類 非鉄金属・金属製品類 紙・紙加工品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 燃料類 家具・什器類

一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類 事務用品類 その他     

          

          

          

３－００５９ （株）山産 754-0002 山口県山口市小郡下郷2189  Ａ Ａ            

３－００６０ 大谷化学工業（株） 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2567   Ｃ            

３－００６１ 環境テクノス（株） 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町2-4   Ｃ            

３－００６２ 日本電気（株） 108-8001 東京都港区芝5-7-1 Ａ Ａ Ａ  電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類       

３－００６３ 中国水工（株） 755-0055 山口県宇部市居能町1-5-33   Ｃ            

３－００６４ （株）内外美装 803-0822 福岡県北九州市小倉北区青葉2-1-15   Ｃ            

３－００６５ （株）アイテック 751-0832 山口県下関市生野町2-32-28  Ｄ Ｄ            

３－００６６ 山口防災工業（株） 751-0816 山口県下関市椋野町3-13-45   Ｄ            

３－００６７ （株）ユニットコム 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-1  Ａ             

３－００６８ （株）大和速記情報センター 105-0001 東京都港区虎ノ門1-19-10   Ｃ            

３－００６９ （株）栄城電機 806-0003 福岡県北九州市八幡西区田町1-2-31 Ｄ Ｄ Ｄ  電気・通信用機器類          

３－００７０ （株）カワサキマシンシステムズ 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-29  Ａ Ａ            

３－００７１ 綜合警備保障（株） 107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6 Ａ Ａ Ａ  電気・通信用機器類          

３－００７２ ジャトー（株） 530-0053 大阪府大阪市北区末広町1-22  Ｃ Ｃ            

３－００７３ （株）コーネットワーク 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島1-14-18  Ｄ             

３－００７４ （株）サンメンテナンス 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-2-5   Ｂ            

３－００７５ （株）ＮＴＴデータ・アイ 162-0824 東京都新宿区揚場町1-18  Ａ Ａ            

３－００７６ パナソニック産機システム（株） 131-0045 東京都墨田区押上1-1-2   Ａ            

３－００７７ 合田燃料機器（株） 751-0867 山口県下関市延行119-1  Ｃ Ｃ            

３－００７８ 山口綜合警備保障（株） 753-0212 山口県山口市下小鯖2189-1  Ｃ Ｃ            

３－００７９ 三菱電機ビルテクノサービス（株） 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1  Ａ Ａ            

３－００８０ （株）ぎじろくセンター 755-0192 山口県宇部市大字西岐波1540-12 Ｃ Ｃ Ｃ  その他印刷類          

３－００８１ （株）太平環境科学センター 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈2-2-31   Ｃ            

３－００８２ （株）片岡計測器サービス 753-0871 山口県山口市朝田541-1  Ｃ Ｃ            

３－００８３ 矢木コーポレーション（株） 381-2203 長野県長野市真島町川合2036  Ｃ Ｃ            

          

          

３－００８５ 東芝医用ファイナンス（株） 113-0033 東京都文京区本郷3-15-2  Ａ Ａ            

３－００８６ 山口視聴覚機器（株） 753-0048 山口県山口市駅通り1-7-14  Ｃ Ｃ            

３－００８７ ホシザキ北九（株） 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-18-9  Ｂ Ｂ            

３－００８８ 大村印刷（株） 747-8588 山口県防府市西仁井令1-21-55 Ｃ  Ｂ  フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類       

          

          

３－００９０ （株）アサヒテクノリサーチ 739-0622 広島県大竹市晴海2-10-22   Ｃ            

３－００９１ （株）ソルコム 730-0054 広島県広島市中区南千田東町2-32  Ｂ Ｂ            

３－００９２ 日本空調サービス（株） 465-0042 愛知県名古屋市名東区照が丘239-2  Ａ Ａ            

３－００９３ 田中酸素（株） 759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作1587-16  Ｂ             

３－００９４ 日本船主責任相互保険組合 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-14   Ｂ            

３－００９５ 古野電気（株） 662-8580 兵庫県西宮市芦原町9-52 Ａ Ａ Ａ  電子出版物類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類 その他     

３－００９６ 林兼石油（株） 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10  Ａ             

３－００９７ （株）東京商工リサーチ 100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAﾋﾞﾙ  Ａ Ａ            

Ｃ Ｃ昌永産業（株） 750-0066 山口県下関市東大和町2-13-22  

３－００５６ 日本海洋（株） 104-0005 東京都北区栄町9-2 Ｂ Ｂ Ｂ  

Ａ Ａ３－００５８ 日通商事（株） 105-8335 東京都港区海岸1-14-22  Ａ

750-0033 山口県下関市山手町1-2 Ｃ  ３－００８４ （有）室中文苑堂

３－００８９

 

 Ｃ

３－００５７ （有）ライフマリン 750－0065

営業品目

 

Ｄ Ｃ Ｃ

平成25・26・27年度一般競争(指名競争)参加資格審査結果一覧表

〔平成２７年 ６ 月 １ 日 現在〕　　

登録番号 商号又は名称 郵便番号 住所
資格の種類及び等級

山口県下関市伊崎町1-6-2

物   品   の   製   造
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３－００５０ （一財）中国電気保安協会           建物管理等各種保守管理 船舶整備 その他          

３－００５１ （株）油谷計器 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類        その他            

３－００５２ 下関ヤンマー販売（株） その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 燃料類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類 その他   建物管理等各種保守管理            

３－００５３ （株）森芳楽園 その他          建物管理等各種保守管理            

３－００５４ （株）下関植木 その他          賃貸借 建物管理等各種保守管理           

３－００５５ （株）まるき屋木本 紙・紙加工品類 家具・什器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 事務用機器類 事務用品類     賃貸借 建物管理等各種保守管理           
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 図書類 電子出版物類 船舶類 燃料類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 写真・製図 調査・研究 情報処理 翻訳・通訳・速記 ソフトウェア開発 賃貸借 電子出版 その他     

精密機器類 その他機器類 その他                    
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 窯業・土石製品類 非鉄金属・金属製品類 図書類 紙・紙加工品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 燃料類 調査・研究 会場等の借り上げ 賃貸借 車両整備 船舶整備 その他       

家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 事務用品類             
土木・建設・建築材料 その他                     
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 紙・紙加工品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 燃料類 一般・産業用機器類 事務用機器類 その他機器類 土木・建設・建築材料 賃貸借 その他         その他  

その他                      

３－００５９ （株）山産 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類       建物管理等各種保守管理            

３－００６０ 大谷化学工業（株）           建物管理等各種保守管理            

３－００６１ 環境テクノス（株）           調査・研究 情報処理 建物管理等各種保守管理 その他         

３－００６２ 日本電気（株） 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類     情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理         

３－００６３ 中国水工（株）           調査・研究 その他           

３－００６４ （株）内外美装           建物管理等各種保守管理            

３－００６５ （株）アイテック 車両類 電気・通信用機器類 事務用機器類 土木・建設・建築材料       情報処理 ソフトウェア開発           

３－００６６ 山口防災工業（株）           建物管理等各種保守管理            

３－００６７ （株）ユニットコム 電気・通信用機器類 電子計算機類                     

３－００６８ （株）大和速記情報センター           情報処理 翻訳・通訳・速記 ソフトウェア開発          

３－００６９ （株）栄城電機 電気・通信用機器類          建物管理等各種保守管理            

３－００７０ （株）カワサキマシンシステムズ その他          建物管理等各種保守管理            

３－００７１ 綜合警備保障（株） 電気・通信用機器類 電子計算機類 医療用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 その他     広告・宣伝 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理 運送 その他     

３－００７２ ジャトー（株） 電気・通信用機器類          建物管理等各種保守管理            

３－００７３ （株）コーネットワーク 事務用機器類                      

３－００７４ （株）サンメンテナンス           建物管理等各種保守管理 運送 その他          

３－００７５ （株）ＮＴＴデータ・アイ フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類 電気・通信用機器類 電子計算機類 事務用機器類 その他機器類 事務用品類  情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 電子出版 その他        

３－００７６ パナソニックＥＳ産機システム（株）           建物管理等各種保守管理            

３－００７７ 合田燃料機器（株） 船舶類 一般・産業用機器類         建物管理等各種保守管理            

３－００７８ 山口綜合警備保障（株） 医療用機器類          建物管理等各種保守管理            

３－００７９ 三菱電機ビルテクノサービス（株） 電気・通信用機器類          建物管理等各種保守管理            

３－００８０ （株）ぎじろくセンター その他印刷類          情報処理 翻訳・通訳・速記 その他          

３－００８１ （株）太平環境科学センター           調査・研究 その他           

３－００８２ （株）片岡計測器サービス 電気・通信用機器類 精密機器類 事務用機器類 その他機器類       その他            

３－００８３ 矢木コーポレーション（株） 衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 家具・什器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 その他機器類 事務用品類 土木・建設・建築材料 その他 広告・宣伝 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理       
ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類 紙・紙加工品類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 賃貸借 その他           

精密機器類 事務用機器類 その他機器類 事務用品類 その他                  

３－００８５ 東芝医用ファイナンス（株） 電子計算機類 医療用機器類         賃貸借            

３－００８６ 山口視聴覚機器（株） 電気・通信用機器類 電子計算機類 事務用機器類 その他機器類       賃貸借 建物管理等各種保守管理           

３－００８７ ホシザキ北九（株） その他機器類 その他         建物管理等各種保守管理            

３－００８８ 大村印刷（株）           広告・宣伝 情報処理 ソフトウェア開発 電子出版         
衣服・その他繊維製品類 非鉄金属・金属製品類 船舶類 燃料類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類 ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理 船舶整備          

その他機器類 事務用品類 その他                    

３－００９０ （株）アサヒテクノリサーチ           調査・研究            

３－００９１ （株）ソルコム 電気・通信用機器類 電子計算機類         ソフトウェア開発 賃貸借           

３－００９２ 日本空調サービス（株） 電気・通信用機器類 その他         建物管理等各種保守管理            

３－００９３ 田中酸素（株） 燃料類 一般・産業用機器類 医薬品・医療用品類 その他                   

３－００９４ 日本船主責任相互保険組合           その他            

３－００９５ 古野電気（株） 電子出版物類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類 その他     調査・研究 電子出版 その他          

３－００９６ 林兼石油（株） 燃料類                      

３－００９７ （株）東京商工リサーチ その他印刷類 図書類 電子出版物類 紙・紙加工品類 その他      広告・宣伝 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 会場等の借り上げ 電子出版 その他      

３－００８９ 昌永産業（株）

３－００５７ （有）ライフマリン

３－００５８ 日通商事（株）

３－００８４ （有）室中文苑堂

３－００５６ 日本海洋（株）

登録番号 商号又は名称
役   務   の   提   供   等 物品の買受け

　営　業　品　目 営業品目 営業品目

物　　　　品　　　　の　　　　販　　　　売
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物品の製造 物品の販売 役務の提供等 物品の買い受け

３－００９８ （株）アイメック 400-0812 山梨県甲府市和戸町390-3  Ｄ Ｄ            

３－００９９ ニッタン（株） 151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5  Ａ Ａ            

３－０１００ （株）コンクリート診断センター 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-3-14   Ｄ            

３－０１０１ （株）ホウワ 639-1115 奈良県大和郡山市横田町595-1  Ｃ Ｃ            

３－０１０２ （株）三ツワフロンテック 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-6-24  Ａ             

３－０１０３ フルノ九州販売（株） 852-8003 長崎県長崎市旭町3-15  Ｂ             

３－０１０４ 山口県薬業（株） 753-0871 山口県山口市朝田1050-1  Ｃ Ｃ            

          

          

          

３－０１０６ シーモール商事（株） 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-8  Ｃ Ｃ            

          

          

３－０１０８ 三洋商事（株） 104-0033 東京都中央区新川1-17-25  Ａ             

３－０１０９ タナカ産業（株） 751-0888 山口県下関市形山町5-35  Ｃ   ３－０１０９

３－０１１０ 唐津マリンサービス（株） 847-0873 佐賀県唐津市海岸通7182-105   Ｄ  ３－０１１０

３－０１１１ ＪＲＣＳ(株) 750-8515 山口県下関市東大和町1-2-14 Ｂ Ａ Ａ  船舶類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 ３－０１１１

３－０１１２ (株)山田商会 802-0066 福岡県北九州市小倉北区萩崎町12-23  Ｃ Ｃ  ３－０１１２
非鉄金属・金属製品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 その他機器類

土木・建設・建築材料 その他

３－０１１４ 有限責任あずさ監査法人 162-0824 東京都新宿区津久戸町1-2   Ａ  ３－０１１４

３－０１１５ テルウェル西日本（株） 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-7-12   Ａ  ３－０１１５

３－０１１６ 日本海洋産業（株） 750-0067 山口県下関市大和町1-5-8 Ｃ Ｃ Ｃ  その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 一般・産業用機器類 ３－０１１６

３－０１１７ 三菱重工業（株） 108-8215 東京都港区港南2-16-5 Ａ Ａ Ａ  非鉄金属・金属製品類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 精密機器類 医療用機器類 その他機器類 ３－０１１７

３－０１１８ 昭栄石油（株） 751-0806 山口県下関市一の宮町4-5-8  Ｂ   ３－０１１８

３－０１１９ （株）ＥＥＣＬ 750-8513 山口県下関市南部町21-19 Ｄ Ｄ Ｄ  一般・産業用機器類 ３－０１１９

３－０１２０ （株）和心 162-0066 東京都新宿区市谷台町4-2   Ｂ  ３－０１２０

３－０１２１ 総合エネルギー（株） 107-0052 東京都港区赤坂2-14-32 Ａ Ａ   燃料類 ３－０１２１

３－０１２２ 山口教科書供給（株） 755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-25  Ｄ Ｄ  ３－０１２２

３－０１２３ 春風海運（株） 801-0852 福岡県北九州市門司区港町9-7   Ｃ  ３－０１２３

３－０１２４ 中村産業（株） 271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9  Ｂ   ３－０１２４

３－０１２５ （株）荏原製作所 144-8510 東京都大田区羽田旭町11-1 Ａ Ａ Ａ  車両類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類        

３－０１２６ （株）誠研舎 110-0015 東京都台東区東上野1-28-5 Ｄ Ｃ   精密機器類          

３－０１２７ 東京反訳（株） 171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-15   Ｃ            

３－０１２８ （有）明野測量設計 300-4501 茨城県筑西市猫島419   Ｄ            

          
  ３－０１２９ 海井医科器械（株） 741-0083 山口県岩国市御庄2-101-3  Ｂ

 

山口県下関市細江町1-2-7

（株）シモセン 750-0017 山口県下関市細江新町3-56

登録番号 商号又は名称 郵便番号 住所

３－０１０７ （株）落合商会 750-0016

３－０１０５

３－０１１３ ＫＨＩ下関エンジニアリング(株) Ｃ Ｃ

 

平成25・26・27年度一般競争(指名競争)参加資格審査結果一覧表

〔平成２７年 ６ 月 １ 日 現在〕　　

Ｃ  750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6-16-1

ＢＢ

 Ｃ

物   品   の   製   造

資格の種類及び等級 営業品目

Ｃ  

5 / 8 ページ



３－００９８ （株）アイメック 電気・通信用機器類 その他機器類         建物管理等各種保守管理            

３－００９９ ニッタン（株） その他機器類          建物管理等各種保守管理            

３－０１００ （株）コンクリート診断センター           写真・製図 調査・研究 情報処理 ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理 その他       

３－０１０１ （株）ホウワ 非鉄金属・金属製品類 家具・什器類 その他機器類 その他       運送            

３－０１０２ （株）三ツワフロンテック 精密機器類                      

３－０１０３ フルノ九州販売（株） 電気・通信用機器類 精密機器類                     

３－０１０４ 山口県薬業（株） ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 医療用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類       建物管理等各種保守管理 その他           
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 窯業・土石製品類 非鉄金属・金属製品類 図書類 紙・紙加工品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 燃料類 船舶整備 その他           

家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 事務用品類 土木・建設・建築材料             

その他                      

３－０１０６ シーモール商事（株） 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 事務用機器類 事務用品類 その他    情報処理 ソフトウェア開発 会場等の借り上げ 賃貸借 建物管理等各種保守管理 その他       
非鉄金属・金属製品類 電子出版物類 その他輸送・搬送機械器具類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 事務用機器類 その他機器類 情報処理 ソフトウェア開発           

その他                      

３－０１０８ 三洋商事（株） 図書類 船舶類 一般・産業用機器類 医療用機器類 事務用機器類 事務用品類                 

３－０１０９ タナカ産業（株） 衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 紙・紙加工品類 その他印刷類 家具・什器類 一般・産業用機器類 その他機器類 事務用品類 その他

３－０１１０ 唐津マリンサービス（株） その他

３－０１１１ ＪＲＣＳ(株) 船舶類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 船舶整備 その他

３－０１１２ (株)山田商会 電気・通信用機器類 事務用機器類 賃貸借 建物管理等各種保守管理

非鉄金属・金属製品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 その他機器類 調査・研究 建物管理等各種保守管理 車両整備 船舶整備 その他
土木・建設・建築材料 その他

３－０１１４ 有限責任あずさ監査法人 その他

３－０１１５ テルウェル西日本（株） その他

３－０１１６ 日本海洋産業（株） 非鉄金属・金属製品類 船舶類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類 その他 調査・研究 建物管理等各種保守管理 船舶整備 その他

３－０１１７ 三菱重工業（株） 非鉄金属・金属製品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 船舶類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 医療用機器類 その他機器類 調査・研究 ソフトウェア開発 賃貸借 建物管理等各種保守管理 車両整備 船舶整備 その他

３－０１１８ 昭栄石油（株） 燃料類 その他

３－０１１９ （株）ＥＥＣＬ 一般・産業用機器類 調査・研究

３－０１２０ （株）和心 建物管理等各種保守管理 その他

３－０１２１ 総合エネルギー（株） 燃料類

３－０１２２ （株）大林スポーツ 衣服・その他繊維製品類 その他 その他

３－０１２３ 春風海運（株） その他

３－０１２４ 中村産業（株） 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類 その他機器類

３－０１２５ （株）荏原製作所 車両類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類        調査・研究 ソフトウェア開発 建物管理等各種保守管理 車両整備       

３－０１２６ （株）誠研舎 精密機器類                    

３－０１２７ 東京反訳（株）           翻訳・通訳・速記          

３－０１２８ （有）明野測量設計           写真・製図 調査・研究         
衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 非鉄金属・金属製品類 紙・紙加工品類 車両類 その他輸送・搬送機械器具類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 精密機器類           

医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 事務用品類 その他     

３－０１０５ （株）シモセン

３－０１０７ （株）落合商会

登録番号 商号又は名称
営業品目

物　　　　品　　　　の　　　　販　　　　売 役   務   の   提   供   等 物品の買受け

３－０１２９ 海井医科器械（株）

　営　業　品　目 営業品目

３－０１１３ ＫＨＩ下関エンジニアリング(株)
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