
受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
355 アオキスポーツ 青木　健治 日向市江良町４丁目１２１番地 事務教育用品
218 アクリーグ（株） 磯山　左門 栃木県小山市大字外城８１－９ 事務教育用品
65 アボック（株） 長友　信裕 宮崎市城ケ崎4丁目16番地14 事務教育用品
121 稲尾リース（株） 甲斐　和德 延岡市本小路７４番地 事務教育用品
61 内山ゴム（株） 内山　敬介 日向市本町１３番１３号 事務教育用品
286 （株）エー・アンド・エー 永野　盛政 延岡市幸町１－７７－２ 事務教育用品
37 エイチプラスシステム 橋口　若芽 児湯郡新富町富田1丁目27番地 事務教育用品
395 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 安中　正弘 東京都港区芝五丁目２９番１１号 事務教育用品
194 甲斐文具店 甲斐　清悟 日向市鶴町２丁目４５番地２ 事務教育用品
405 (有)柏田書店 柏田　泰彦 日向市江良町四丁目８９番地１ 事務教育用品
408 （株）河合楽器製作所 河合　弘隆 静岡県浜松市中区寺島町２００番地 事務教育用品
217 （株）川越紙店 川越　聡 宮崎市旭１丁目１番４号 事務教育用品
127 （株）学教 上杉　兼一 宮崎市大字小松字受別府２１８番地２ 事務教育用品
233 （株）九州ジェービーエー 黒岩　義嗣 宮崎市川原町４番１９号 事務教育用品
33 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 事務教育用品
434 （株）コメリ 捧　賢一 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 事務教育用品
435 （株）サンオート 稲葉　正光 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 事務教育用品
89 Ｃａｖａ管楽器店 鯖戸　栄一 延岡市浜砂１丁目６－３ 事務教育用品
234 システム・インタフェース（株） 関　壽昭 宮崎市川原町４番１９号 事務教育用品
363 視聴覚教材センター 古川　保博 日向市梶木町２丁目１３６－１ 事務教育用品
249 視聴覚教材センター 古川　裕己 延岡市土々呂町５丁目２３１１－２５ 事務教育用品
195 新星商会 織田　俊治 日向市迎洋園２丁目１２６番地 事務教育用品
187 （株）スドー 山内　勉 延岡市卸本町３番４号 事務教育用品
267 （株）セキュリティサービス 池田　誠至朗 都城市久保原町３３街区２１号 事務教育用品
372 （株）ゼンリン 髙山　善司 北九州市小倉北区室町１－１－１ 事務教育用品
375 (株)創電 井上　毅彦 福岡県福岡市南区長丘３丁目２３番２０号 事務教育用品
368 （有）タケマサ 竹政　禮子 宮崎市山崎町下ノ原９７１番地１ 事務教育用品
58 第一法規（株） 田中　英弥 東京都港区南青山2丁目11番17号 事務教育用品
162 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル 事務教育用品
6 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０番地１ 事務教育用品
149 テクノ・トッパン・フォームズ（株） 福治　伸夫 東京都港区東新橋１－７－３ 事務教育用品
452 （株）出先 出先　秀樹 延岡市春日町２－８－３ 事務教育用品
415 （株）デンサン 鈴木　利一 宮崎市大字赤江字飛江田２２４番地 事務教育用品
36 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 事務教育用品
450 トッパン・フォームズ（株） 櫻井　醜 東京都港区東新橋一丁目７番３号 事務教育用品
318 トミタカスポーツ（有） 川崎　隆志 日向市原町３丁目１３４番地 事務教育用品
178 （株）ナカノ 中野　博 大分県中津市大字野依７０２－１ 事務教育用品
301 （株）西村楽器 伊東　康夫 宮崎市大塚台西１丁目１番４４号 事務教育用品
20 (株)ニック 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 事務教育用品
418 （株）日本選挙センター 中村　公英 東京都千代田区神田神保町１－３４ 事務教育用品
53 (株)白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 事務教育用品
257 橋口スポーツ 橋口　敏廣 日向市南町49番地 事務教育用品
14 (有)バイテック 江藤　伊太郎 日向市大字日知屋１４５８４番地 事務教育用品
268 （株）久永 久永　修平 鹿児島市東開町５－１１ 事務教育用品
106 日之出酸素（株） 栁田　淳 延岡市桜園町８６番地の１ 事務教育用品
192 日向農業協同組合 米良　正秋 日向市鶴町１丁目３番１２号 事務教育用品
119 （有）ピアノ音色工房 小野　圭五 宮崎県宮崎市花山手西２丁目２４－３－２０５ 事務教育用品
227 富士ゼロックス（株） 山本　忠人 東京都港赤坂９丁目７番３号 事務教育用品
203 富士電通（株） 福川　修二 鹿児島市易居町１番３３号 事務教育用品
427 文具の勉強堂 吉田　貴男 日向市中町１番３８号 事務教育用品
399 （有）マツオカ 松岡　征二 日向市大字富高４０番地 事務教育用品
391 （有）松元商会 松元　美豊 日向市本町１３番１７号 事務教育用品
385 松山印房 松山　啓二 日向市本町１４－１０ 事務教育用品
100 (株)丸誠電器 節賀　誠司 延岡市昭和町１丁目４番地１０ 事務教育用品
213 南九州明光販売（株） 山口　智史 熊本市大江６丁目２７－２４ 事務教育用品
263 （株）南日本ネットワーク 大園　實昭 宮崎市橘通東３丁目６番２９号 事務教育用品
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340 （株）宮崎科学 黒木　克彦 日向市本町１１番２１号 事務教育用品
396 （株）宮崎黒板 佐田　博國 宮崎市大字塩路２４９８番地 事務教育用品
40 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 事務教育用品
258 宮崎電子機器（株） 木村　聡之 宮崎市下原町２１４番１８号 事務教育用品
72 三輪計量器金庫店 三輪　明代 延岡市緑ヶ丘２丁目30‐14 事務教育用品
349 ヤマガタスポーツ（有） 山形　圭二 日向市鶴町３丁目２番４号 事務教育用品
377 （有）吉田文具店 吉田　稔 日向市本町７番１６号 事務教育用品
52 （企）ライオン堂 相田　慎一郎 宮崎市橘通西３丁目１番７号 事務教育用品
313 （株）ライズファクトリー 戸田　その子 東京都江東区住吉２丁目２５番２号 事務教育用品
264 リコージャパン（株） 佐藤　邦彦 東京都中央区銀座７丁目１６番２号 事務教育用品
253 （株）レイメイ藤井 藤井　章生 熊本市上熊本１丁目２番６号 事務教育用品
373 アースファイリング（株） 濵村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ ＯＡ機器
202 （株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス堤田　博志 熊本市九品寺１丁目５番１１号 ＯＡ機器
63 アイコムティ(株) 水居　徹 宮崎市橘通西2丁目5番27号　アクアマリンビル3階 ＯＡ機器
188 アクティヴ情報システム（株） 三輪　正明 宮崎市霧島２丁目２０７番地１ ＯＡ機器
15 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場4丁目7番41号 ＯＡ機器
204 （株）アシストユウ 小幡　小百合 宮崎市新別府町前浜1401番地30 ＯＡ機器
90 アジア航測（株） 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル ＯＡ機器
65 アボック（株） 長友　信裕 宮崎市城ケ崎4丁目16番地14 ＯＡ機器
163 (有)インターテクノ 玉置　祐弘 宮崎市恒久５丁目１５番地１３ ＯＡ機器
42 （株）インフォマティクス 三原　正一 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ ＯＡ機器
37 エイチプラスシステム 橋口　若芽 児湯郡新富町富田1丁目27番地 ＯＡ機器
395 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 安中　正弘 東京都港区芝五丁目２９番１１号 ＯＡ機器
29 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 和田　雅夫 東京都文京区後楽2丁目6番1号 ＯＡ機器
229 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 青木　弘之 福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ ＯＡ機器
168 （株）ＮＴＴ西日本－九州 玉村　知史 福岡市博多区博多駅東３－２－２８ ＯＡ機器
206 ＮＴＴファイナンス(株) 前田　幸一 東京都港区芝浦１丁目２番１号 ＯＡ機器
228 （株）ＭＪＣ 川﨑　友裕 宮崎市霧島２丁目８４番地１ ＯＡ機器
32 （株）オー・エム・シー 森　英典 宮崎市大淀町1丁目3番45号 ＯＡ機器
80 （株）オーイーシー 森　秀文 大分市東春日町１７番５７号 ＯＡ機器
136 扇精光(株) 扇　健二 長崎市出来大工町３６ ＯＡ機器
468 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区新木場２－７－２３ ＯＡ機器
325 （株）会議録研究所 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番 ＯＡ機器
194 甲斐文具店 甲斐　清悟 日向市鶴町２丁目４５番地２ ＯＡ機器
217 （株）川越紙店 川越　聡 宮崎市旭１丁目１番４号 ＯＡ機器
2 （株）管総研 濱田　憲一 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 ＯＡ機器
127 （株）学教 上杉　兼一 宮崎市大字小松字受別府２１８番地２ ＯＡ機器
138 （株）キューコーリース 後藤　和雄 福岡市中央区高砂２丁目１０番１号 ＯＡ機器
233 （株）九州ジェービーエー 黒岩　義嗣 宮崎市川原町４番１９号 ＯＡ機器
225 （株）九州テン 美田　修 長崎県佐世保市柚木元町２３６０番地 ＯＡ機器
9 九電ビジネスソリューションズ（株） 中川　正裕 福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号　電気ビル北館 ＯＡ機器
212 （株）九南 黒川　浩之 宮崎市大字赤江２番地 ＯＡ機器
160 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 ＯＡ機器
215 行政システム九州（株） 田川　雅裕 福岡市博多区東平尾１－３－３ ＯＡ機器
216 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 ＯＡ機器
139 （株）コーネットワーク 川島　富美子 大阪市西淀川区姫島１丁目１４－１８ ＯＡ機器
165 （株）興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２－１ ＯＡ機器
8 国際航業（株） 中原　修 千代田区六番町２番地 ＯＡ機器
33 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 ＯＡ機器
234 システム・インタフェース（株） 関　壽昭 宮崎市川原町４番１９号 ＯＡ機器
123 (株)システム開発 原野　茂盛 宮崎市大橋３丁目１０１番地１号 ＯＡ機器
22 （株）シンク 丸山　秀明 福岡県田川市大字伊加利１８２４番地２２ ＯＡ機器
195 新星商会 織田　俊治 日向市迎洋園２丁目１２６番地 ＯＡ機器
223 Ｇｃｏｍホールディングス（株） 坂本　賢治 福岡市博多区東平尾１－３－３ ＯＡ機器
44 ＪＡ三井リース（株） 安田　義則 東京都品川区東五反田２－１０－２　東五反田スクエア ＯＡ機器
187 （株）スドー 山内　勉 延岡市卸本町３番４号 ＯＡ機器
328 スパークジャパン（株） 岡田　憲明 宮崎市柳丸町１２２－１ ＯＡ機器
88 西部電気工業（株） 宮川　一巳 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号 ＯＡ機器
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267 （株）セキュリティサービス 池田　誠至朗 都城市久保原町３３街区２１号 ＯＡ機器
375 (株)創電 井上　毅彦 福岡県福岡市南区長丘３丁目２３番２０号 ＯＡ機器
177 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ ＯＡ機器
300 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 ＯＡ機器
162 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル ＯＡ機器
50 (株)ＴＫＣ 角　一幸 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 ＯＡ機器
149 テクノ・トッパン・フォームズ（株） 福治　伸夫 東京都港区東新橋１－７－３ ＯＡ機器
390 （株）データホライゾン 内海　良夫 広島市西区草津新町１丁目２１－３５　広島ミクシスビル ＯＡ機器
452 （株）出先 出先　秀樹 延岡市春日町２－８－３ ＯＡ機器
415 （株）デンサン 鈴木　利一 宮崎市大字赤江字飛江田２２４番地 ＯＡ機器
27 トータリゼータエンジニアリング（株）吉川　範昭 東京都品川区南大井６丁目２０番１４号 ＯＡ機器
77 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 ＯＡ機器
23 東京センチュリーリース(株) 浅田　俊一 東京都千代田区神田練塀町３番地 ＯＡ機器
437 東芝ソリューション（株） 河井　信三 港区芝浦一丁目１番１号 ＯＡ機器
169 西日本電信電話（株） 村尾　和俊 大阪市中央区馬場町３番１５号 ＯＡ機器
354 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島一丁目２番１号 ＯＡ機器
20 (株)ニック 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保３－１－２３ ＯＡ機器
302 日通商事（株） 丸本　智運 東京都港区海岸１丁目１４番２２号 ＯＡ機器
175 日本電気（株） 遠藤　信博 東京都港区芝五丁目７番１号 ＯＡ機器
19 日本教育情報機器（株） 廣瀬　公一 東京都千代田区有楽町１－７－１ ＯＡ機器
46 日本電子計算機（株） 中村　薫 千代田区丸の内三丁目４番１号 ＯＡ機器
39 （株）パシフィックシステム 穂野　豊 日向市永江町１丁目１０５番地 ＯＡ機器
85 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１丁目１番２号 ＯＡ機器
422 パステムソリューションズ（株） 栫井　銀二郎 鹿児島市錦江町９－２５ ＯＡ機器
49 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）岩佐　次夫 東京都中央区銀座８－２１－１ ＯＡ機器
268 （株）久永 久永　修平 鹿児島市東開町５－１１ ＯＡ機器
442 日立キャピタル（株） 三浦　和哉 港区西新橋２丁目１５番１２号 ＯＡ機器
440 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内一丁目６番６号 ＯＡ機器
24 （株）日立ソリューションズ西日本 新美　雅文 広島市中区八丁堀３番３３号 ＯＡ機器
227 富士ゼロックス（株） 山本　忠人 東京都港赤坂９丁目７番３号 ＯＡ機器
207 富士ゼロックスシステムサービス（株）小山　眞一 東京都板橋区坂下１－１９－１ ＯＡ機器
12 富士通（株） 山本　正巳 川崎市中原区上小田中４丁目１番１号 ＯＡ機器
91 富士通エフ・アイ・ピー（株） 浜野　一典 東京都江東区青海二丁目４番３２号 ＯＡ機器
56 （株）富士通エフサス 今井　幸隆 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ ＯＡ機器
454 富士通ネットワークソリューションズ（株）飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島１丁目１番２号 ＯＡ機器
21 富士通フロンテック（株） 利根　廣貞 東京都稲城市矢野口１７７６番地 ＯＡ機器
261 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽１－７－２７ ＯＡ機器
118 富士通リース（株） 加藤　功 東京都千代田区神田練塀町３番地 ＯＡ機器
419 富士電機ＩＴソリューション（株） 荒　安明 東京都千代田区外神田６－１５－１２ ＯＡ機器
203 富士電通（株） 福川　修二 鹿児島市易居町１番３３号 ＯＡ機器
366 （有）フジヤカメラ 明神　勝彦 日向市都町１－１９ ＯＡ機器
111 扶桑電通（株） 児玉　栄次 東京都中央区築地５－４－１８ ＯＡ機器
427 文具の勉強堂 吉田　貴男 日向市中町１番３８号 ＯＡ機器
291 プランニングＡＢＣ（株） 松木　利徳 日向市大字財光寺４２１－５ ＯＡ機器
399 （有）マツオカ 松岡　征二 日向市大字富高４０番地 ＯＡ機器
391 （有）松元商会 松元　美豊 日向市本町１３番１７号 ＯＡ機器
100 (株)丸誠電器 節賀　誠司 延岡市昭和町１丁目４番地１０ ＯＡ機器
423 三谷コンピュータ(株) 本道　修司 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ ＯＡ機器
441 三菱電機クレジット（株） 井口　弘義 東京都品川区大崎１丁目６番３号 ＯＡ機器
67 南九州向洋電機（株） 吉井　龍三 大阪府吹田市江の木町２０番１５号 ＯＡ機器
137 （株）南日本情報処理センター 中禮　裕 鹿児島市東開町４－１０４ ＯＡ機器
263 （株）南日本ネットワーク 大園　實昭 宮崎市橘通東３丁目６番２９号 ＯＡ機器
62 三保電機（株） 小松　忠司 鳥取県米子市皆生温泉１－１６－２ ＯＡ機器
258 宮崎電子機器（株） 木村　聡之 宮崎市下原町２１４番１８号 ＯＡ機器
416 宮安電機（株） 井上　透 延岡市伊達町１丁目９番地 ＯＡ機器
146 米良電機産業(株) 米良　充典 宮崎市別府町４番３３号 ＯＡ機器
52 （企）ライオン堂 相田　慎一郎 宮崎市橘通西３丁目１番７号 ＯＡ機器
264 リコージャパン（株） 佐藤　邦彦 東京都中央区銀座７丁目１６番２号 ＯＡ機器
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
439 リコーリース（株） 有川　貞広 東京都江東区東雲１－７－１２　 ＯＡ機器
129 （株）リサーチアンドソリューション 森田　信彦 福岡県福岡市博多区上呉服町１２番３３号 ＯＡ機器
253 （株）レイメイ藤井 藤井　章生 熊本市上熊本１丁目２番６号 ＯＡ機器
277 （株）レンタルのニッケン 栗田　正樹 東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 ＯＡ機器
135 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 電気機器
65 アボック（株） 長友　信裕 宮崎市城ケ崎4丁目16番地14 電気機器
83 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３丁目５５番地 電気機器
285 (株)イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 電気機器
163 (有)インターテクノ 玉置　祐弘 宮崎市恒久５丁目１５番地１３ 電気機器
438 ウイングやまぐち 山口　芳和 日向市大字財光寺１１０７－１ 電気機器
26 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 電気機器
80 （株）オーイーシー 森　秀文 大分市東春日町１７番５７号 電気機器
154 （株）加藤工機 加藤　好孝 宮崎市稗原町７－３ 電気機器
78 カンダ電池産業（有） 神田　正二 宮崎市学園木花台北２丁目１１番地１６ 電気機器
127 （株）学教 上杉　兼一 宮崎市大字小松字受別府２１８番地２ 電気機器
449 (株)九州日立 石橋　三千男 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目１番１号 電気機器
212 （株）九南 黒川　浩之 宮崎市大字赤江２番地 電気機器
392 クニミ・ヒューマン・ＥＣＯ（株） 那須　一昭 日向市永江町３丁目７３番地 電気機器
113 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 電気機器
7 黒木電器商会 黒木　敏郎 日向市南町４１番地 電気機器
314 （有）黒田電材 黒田　敏朗 日向市比良町４丁目３８番地 電気機器
337 グリーン厨房 三樹　義久 日向市大字日知屋６４４番地 電気機器
296 （株）ケーズ・テクニーク 加藤　好孝 宮崎市稗原町７－３ 電気機器
356 (株)興電舎商事 鶴田　芳男 延岡市浜町２６３番地１ 電気機器
47 三協エアテック（株） 加来　裕生 大阪府大阪市北区柴田２丁目５番６号 電気機器
28 （株）サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３番７号 電気機器
284 （有）サンロード 児玉　嘉美 日向市曽根町１丁目１２７番地 電気機器
249 視聴覚教材センター 古川　裕己 延岡市土々呂町５丁目２３１１－２５ 電気機器
186 芝崎ミシン商会 芝崎　良子 日向市上町１５－８ 電気機器
195 新星商会 織田　俊治 日向市迎洋園２丁目１２６番地 電気機器
455 （株）ジェイ・リライツ 吉冨　誠也 北九州市若松区響町一丁目６２番地の１７ 電気機器
462 自動ライン(株) 池田　寛 大阪市中央区東平２－３－２３ 電気機器
304 ジャイヴ(有) 請関　哲美 日向市不動寺９８番地 電気機器
54 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４丁目１６４０番地３１ 電気機器
88 西部電気工業（株） 宮川　一巳 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号 電気機器
267 （株）セキュリティサービス 池田　誠至朗 都城市久保原町３３街区２１号 電気機器
375 (株)創電 井上　毅彦 福岡県福岡市南区長丘３丁目２３番２０号 電気機器
324 タイヨー電器商会 黒木　寛 日向市江良町３－３０ 電気機器
92 田城電器商会 田城　寛 日向市美々津町３０２９番地 電気機器
358 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 電気機器
241 千代田計装（株） 重松　行生 福岡市早良区百道１丁目１８番２５号 電気機器
6 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０番地１ 電気機器
189 ツチヤ電気商会 黒木　泉 日向市中町４－１１ 電気機器
451 （株）電化のテラハラ 寺原　史明 日向市中町５－１１ 電気機器
315 でんかプラザミナト 中嶽　重雄 日向市南町27番地 電気機器
66 （有）でんき百十番 黒木　美恵子 日向市亀崎３丁目１７番地２ 電気機器
147 東洋プロパン瓦斯（株） 後藤　拓郎 日向市大字日知屋字亀川１７３３０番地 電気機器
470 豊永電気　江良店 豊永　輝生 日向市大字日知屋３９７４番地５ 電気機器
252 ナガトモ音響（株） 長友　孝次 宮崎県延岡市下三輪町１３８３番地 電気機器
354 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島一丁目２番１号 電気機器
175 日本電気（株） 遠藤　信博 東京都港区芝五丁目７番１号 電気機器
25 日本グリーンパックス(株) 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 電気機器
53 (株)白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 電気機器
422 パステムソリューションズ（株） 栫井　銀二郎 鹿児島市錦江町９－２５ 電気機器
335 ヒサシ電器 久　忠文 日向市美々津町３３４１ 電気機器
440 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内一丁目６番６号 電気機器
459 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン60　34階 電気機器
21 富士通フロンテック（株） 利根　廣貞 東京都稲城市矢野口１７７６番地 電気機器
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364 （有）松葉電器商会 松葉　寛 日向市原町１丁目４－８ 電気機器
391 （有）松元商会 松元　美豊 日向市本町１３番１７号 電気機器
100 (株)丸誠電器 節賀　誠司 延岡市昭和町１丁目４番地１０ 電気機器
467 丸茂電機（株） 丸茂　正俊 東京都千代田区神田須田町１－２４ 電気機器
13 ミシンショップ日向 瀬戸口　盛光 日向市本町１６－１４ 電気機器
197 三菱電機プラントエンジニアリング（株）早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 電気機器
114 (株)南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８番地１ 電気機器
416 宮安電機（株） 井上　透 延岡市伊達町１丁目９番地 電気機器
146 米良電機産業(株) 米良　充典 宮崎市別府町４番３３号 電気機器
31 ヤンマーエネルギーシステム（株） 玉田　稔 大阪府北区大淀中５－１２－３９ 電気機器
264 リコージャパン（株） 佐藤　邦彦 東京都中央区銀座７丁目１６番２号 電気機器
251 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋木原１６３０８－１ 電気機器
381 愛知時計電機（株） 鈴木　登 名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号 理化学機器及び精密機器

320 アズビル金門（株） 下田　貫一郎 東京都豊島区北大塚1丁目14番3号 理化学機器及び精密機器

163 (有)インターテクノ 玉置　祐弘 宮崎市恒久５丁目１５番地１３ 理化学機器及び精密機器

79 （株）エース・ウォーター 川島　潤一郎 福岡市博多区中呉服町３番１１号 理化学機器及び精密機器

185 エースメディカル（有） 甲斐　紀夫 延岡市石田町４４２５番地６ 理化学機器及び精密機器

331 （株）ＡＶＣ放送開発 大田　幸男 宮崎市本郷北方２７５３－５ 理化学機器及び精密機器

274 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 理化学機器及び精密機器

26 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 理化学機器及び精密機器

266 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 理化学機器及び精密機器

297 柏原計器工業（株） 三浦　直人 大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号 理化学機器及び精密機器

145 鎌長製衡（株） 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町大字牟礼２２４６ 理化学機器及び精密機器

127 （株）学教 上杉　兼一 宮崎市大字小松字受別府２１８番地２ 理化学機器及び精密機器

157 九州テクニカルメンテナンス（株） 杉本　陽児 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 理化学機器及び精密機器

216 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 理化学機器及び精密機器

165 （株）興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２－１ 理化学機器及び精密機器

356 (株)興電舎商事 鶴田　芳男 延岡市浜町２６３番地１ 理化学機器及び精密機器

410 （株）コタベ 小田部　正治 下関市長府港町１０－４４ 理化学機器及び精密機器

413 （株）兒玉海陸資材 兒玉　龍功 日向市大字日知屋字塩田３３８０－３４ 理化学機器及び精密機器

424 （有）サンロック 岩元　みづえ 鹿児島県垂水市浜平１８０５－５ 理化学機器及び精密機器

363 視聴覚教材センター 古川　保博 日向市梶木町２丁目１３６－１ 理化学機器及び精密機器

249 視聴覚教材センター 古川　裕己 延岡市土々呂町５丁目２３１１－２５ 理化学機器及び精密機器

70 （株）島津製作所 中本　晃 京都市中京区西ノ京桑原町１ 理化学機器及び精密機器

54 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４丁目１６４０番地３１ 理化学機器及び精密機器

6 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０番地１ 理化学機器及び精密機器

452 （株）出先 出先　秀樹 延岡市春日町２－８－３ 理化学機器及び精密機器

102 （株）トーアサイエンス 藤沢　哲郎 宮崎市老松２丁目３番２５号 理化学機器及び精密機器

237 （有）名村度量衡店 名村　一郎 延岡市愛宕町１丁目４番地６ 理化学機器及び精密機器

105 （株）ニッコク 御法川　法男 東京都港区六本木六丁目１７番１号 理化学機器及び精密機器

444 （株）日成産業 栗山　法弘 日向市大字富高７４番地１ 理化学機器及び精密機器

461 日本メンテナスエンジニヤリング（株）岡原　貢 大阪市北区同心１丁目７番１４号 理化学機器及び精密機器

49 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）岩佐　次夫 東京都中央区銀座８－２１－１ 理化学機器及び精密機器

268 （株）久永 久永　修平 鹿児島市東開町５－１１ 理化学機器及び精密機器

362 フジテコム（株） 森山　慎一 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 理化学機器及び精密機器

182 （有）フジビジョン 満留　豊 宮崎市大字赤江１０４－４ 理化学機器及び精密機器

366 （有）フジヤカメラ 明神　勝彦 日向市都町１－１９ 理化学機器及び精密機器

456 前澤給装工業（株） 尾崎　武壽 東京都目黒区鷹番２－１３－５ 理化学機器及び精密機器

67 南九州向洋電機（株） 吉井　龍三 大阪府吹田市江の木町２０番１５号 理化学機器及び精密機器

340 （株）宮崎科学 黒木　克彦 日向市本町１１番２１号 理化学機器及び精密機器

72 三輪計量器金庫店 三輪　明代 延岡市緑ヶ丘２丁目30‐14 理化学機器及び精密機器

317 （株）山口商会 山口　敏夫 延岡市桜小路３４９番地４５ 理化学機器及び精密機器

97 （株）横尾器械 川越　秀彦 鹿児島市西別府町２９４１－２７ 理化学機器及び精密機器

402 （有）予防医学研究所 黒木　博文 宮崎市高岡町五町３４０番地１ 理化学機器及び精密機器

211 （株）ＩＨＩ回転機械 村井　秀之 東京都江東区東雲１－７－１２ 機械器具類
63 アイコムティ(株) 水居　徹 宮崎市橘通西2丁目5番27号　アクアマリンビル3階 機械器具類
188 アクティヴ情報システム（株） 三輪　正明 宮崎市霧島２丁目２０７番地１ 機械器具類
344 旭マルヰガス（株） 甲斐　光治朗 延岡市大瀬町１丁目４－６ 機械器具類
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
204 （株）アシストユウ 小幡　小百合 宮崎市新別府町前浜1401番地30 機械器具類
51 アズビルあんしんケアサポート（株）三輪　英俊 東京都大田区山王１丁目３番５号 機械器具類
65 アボック（株） 長友　信裕 宮崎市城ケ崎4丁目16番地14 機械器具類
417 (株)イーエムトラスト 水元　薫 長崎市出島町４番４号４Ｆ 機械器具類
83 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３丁目５５番地 機械器具類
121 稲尾リース（株） 甲斐　和德 延岡市本小路７４番地 機械器具類
270 岩田設備 岩田　浩徳 日向市大字塩見６６７０番地 機械器具類
379 （有）岩永資材工業 岩永　和夫 日向市大字日知屋字木原１６３４６－１ 機械器具類
285 (株)イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 機械器具類
1 （資）内山金物店 内山　幹雄 日向市本町１２番１号 機械器具類
274 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 機械器具類
29 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 和田　雅夫 東京都文京区後楽2丁目6番1号 機械器具類
26 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 機械器具類
229 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 青木　弘之 福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 機械器具類
431 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 加藤　薫 東京都千代田区永田町２丁目１１番１号 機械器具類
168 （株）ＮＴＴ西日本－九州 玉村　知史 福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 機械器具類
311 （株）ＮＰＫ 児玉　和博 宮崎市柳丸町８５番地 機械器具類
266 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 機械器具類
80 （株）オーイーシー 森　秀文 大分市東春日町１７番５７号 機械器具類
316 （株）オオタエンジニアリング 太田　隆 日向市船場町１番地１ 機械器具類
244 沖ウィンテック（株） 紀陸　保史 東京都品川区北品川一丁目１９番４号 機械器具類
468 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区新木場２－７－２３ 機械器具類
312 沖電気工業（株） 川崎　秀一 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 機械器具類
60 オルガノプラントサービス（株） 長谷川　雅順 東京都文京区本郷５丁目５番１６号 機械器具類
325 （株）会議録研究所 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番 機械器具類
154 （株）加藤工機 加藤　好孝 宮崎市稗原町７－３ 機械器具類
145 鎌長製衡（株） 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町大字牟礼２２４６ 機械器具類
425 （有）カワキタ通信サービス 河野　美智子 児湯郡都農町大字川北４８８４ 機械器具類
407 河埜商店 髙野　敬子 日向市美々津町３５７０番地 機械器具類
78 カンダ電池産業（有） 神田　正二 宮崎市学園木花台北２丁目１１番地１６ 機械器具類
233 （株）九州ジェービーエー 黒岩　義嗣 宮崎市川原町４番１９号 機械器具類
157 九州テクニカルメンテナンス（株） 杉本　陽児 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 機械器具類
225 （株）九州テン 美田　修 長崎県佐世保市柚木元町２３６０番地 機械器具類
449 (株)九州日立 石橋　三千男 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目１番１号 機械器具類
212 （株）九南 黒川　浩之 宮崎市大字赤江２番地 機械器具類
403 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 機械器具類
231 （株）キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 機械器具類
294 （株）ぎじろくセンター 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 機械器具類
289 （有）久世燃料店 久世　兼久 日向市大字日知屋古田町１１２番地 機械器具類
314 （有）黒田電材 黒田　敏朗 日向市比良町４丁目３８番地 機械器具類
337 グリーン厨房 三樹　義久 日向市大字日知屋６４４番地 機械器具類
296 （株）ケーズ・テクニーク 加藤　好孝 宮崎市稗原町７－３ 機械器具類
356 (株)興電舎商事 鶴田　芳男 延岡市浜町２６３番地１ 機械器具類
184 神戸綜合速記（株） 藤岡　伸行 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３－８ 機械器具類
81 古賀産業（株） 古賀　浩一郎 日向市大字平岩１０７８１番地１５ 機械器具類
413 （株）兒玉海陸資材 兒玉　龍功 日向市大字日知屋字塩田３３８０－３４ 機械器具類
196 コマツ宮崎（株） 後藤　健治 宮崎市佐土原町下那珂２９５７－１２ 機械器具類
434 （株）コメリ 捧　賢一 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 機械器具類
284 （有）サンロード 児玉　嘉美 日向市曽根町１丁目１２７番地 機械器具類
360 正和機材（有） 安田　正 日向市大字財光寺１０５２番地１ 機械器具類
183 新開電機 宮脇　進 日向市大王町２－２０－２ 機械器具類
95 新明和アクアテクサービス（株） 立助　政夫 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 機械器具類
466 (株)ジオテックＨＤ 栗山　法弘 宮崎市城ケ崎２丁目１番地１５ 機械器具類
273 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 機械器具類
332 住重環境エンジニアリング（株） 神村　誠 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 機械器具類
88 西部電気工業（株） 宮川　一巳 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号 機械器具類
375 (株)創電 井上　毅彦 福岡県福岡市南区長丘３丁目２３番２０号 機械器具類
103 （株）武田ポンプ店 濱崎　幸夫 宮崎市橘通東４丁目５－１４ 機械器具類

6



受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
300 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 機械器具類
474 タニコー（株） 谷口　秀一 東京都品川区戸越１丁目７番２０号 機械器具類
6 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０番地１ 機械器具類
242 月島機械（株） 山田　和彦 東京都中央区佃２丁目１７番１５号 機械器具類
307 ＴＣＭ（株） 濱田　秀樹 東京都品川区南大井６－２２－７ 機械器具類
131 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４番地 機械器具類
370 (株)ディーゼル工業 村上　統一郎 日向市大王町１丁目８９－１ 機械器具類
132 ＤＳＦ（株） 関谷　隆次郎 宮崎市大字島之内６２８０番地 機械器具類
159 電協産業（株） 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東４－２－１ 機械器具類
10 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１ 機械器具類
471 （株）東芝 佐々木　則夫 港区芝浦一丁目１番１号 機械器具類
147 東洋プロパン瓦斯（株） 後藤　拓郎 日向市大字日知屋字亀川１７３３０番地 機械器具類
108 （有）トジキ厨房機器販売 戸敷　泰彦 佐土原町西上那珂４９７番地 機械器具類
122 （株）中西製作所 中西　昭夫 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４番１４号 機械器具類
169 西日本電信電話（株） 村尾　和俊 大阪市中央区馬場町３番１５号 機械器具類
354 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島一丁目２番１号 機械器具類
445 (株)西村機工 西村　一男 日向市大字財光寺１２０５番地１ 機械器具類
444 （株）日成産業 栗山　法弘 日向市大字富高７４番地１ 機械器具類
175 日本電気（株） 遠藤　信博 東京都港区芝五丁目７番１号 機械器具類
25 日本グリーンパックス(株) 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 機械器具類
107 日本無線（株） 土田　隆平 東京都杉並区荻窪４－３０－１６ 機械器具類
461 日本メンテナスエンジニヤリング（株）岡原　貢 大阪市北区同心１丁目７番１４号 機械器具類
232 （株）農業キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 機械器具類
53 (株)白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 機械器具類
158 （有）ハラ無線 三原　達雄 延岡市出北５丁目１５番１号 機械器具類
49 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）岩佐　次夫 東京都中央区銀座８－２１－１ 機械器具類
281 光産業（有） 佐藤　寛挙 日向市大字財光寺９０３番地３ 機械器具類
151 （株）日立国際電気サービス 鈴木　増雄 東京都小平市回田町３９３番地 機械器具類
440 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内一丁目６番６号 機械器具類
459 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン60　34階 機械器具類
401 （株）日立プラントメカニクス 橋本　直人 山口県下松市東豊井７９４番地 機械器具類
106 日之出酸素（株） 栁田　淳 延岡市桜園町８６番地の１ 機械器具類
112 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 機械器具類
350 日向厨房設備 山添　俊成 日向市財光寺２７６－４ 機械器具類
192 日向農業協同組合 米良　正秋 日向市鶴町１丁目３番１２号 機械器具類
235 （株）ヒラカワ 平川　晋一 大阪市北区大淀北１丁目９番３６号 機械器具類
30 ＰＩテクノ株式会社 長岡　紀行 宮崎市橘通東５丁目４番１２号 機械器具類
227 富士ゼロックス（株） 山本　忠人 東京都港赤坂９丁目７番３号 機械器具類
12 富士通（株） 山本　正巳 川崎市中原区上小田中４丁目１番１号 機械器具類
238 （株）富士通ゼネラル 村嶋　純一 川崎市高津区末長１１１６番地 機械器具類
454 富士通ネットワークソリューションズ（株）飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島１丁目１番２号 機械器具類
21 富士通フロンテック（株） 利根　廣貞 東京都稲城市矢野口１７７６番地 機械器具類
261 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽１－７－２７ 機械器具類
419 富士電機ＩＴソリューション（株） 荒　安明 東京都千代田区外神田６－１５－１２ 機械器具類
203 富士電通（株） 福川　修二 鹿児島市易居町１番３３号 機械器具類
275 （株）フジマック 熊谷　俊範 東京都港区新橋５丁目１４番５号 機械器具類
111 扶桑電通（株） 児玉　栄次 東京都中央区築地５－４－１８ 機械器具類
248 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４番地１ 機械器具類
364 （有）松葉電器商会 松葉　寛 日向市原町１丁目４－８ 機械器具類
222 （有）丸一厨房 石井　純一朗 宮崎市大島町国草１３１番地 機械器具類
41 （株）マルゼン 渡辺　恵一 東京都台東区根岸２－１９－１８ 機械器具類
334 （資）マルナカ商事 田中　一夫 日向市新生町１丁目１１１番地 機械器具類
303 （有）三重野建材店 三重野　貴嗣 日向市鶴町１丁目７番１２号 機械器具類
193 （株）三国産業 宗　哲雄 大分市萩原３丁目１番２２号 機械器具類
441 三菱電機クレジット（株） 井口　弘義 東京都品川区大崎１丁目６番３号 機械器具類
197 三菱電機プラントエンジニアリング（株）早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 機械器具類
5 （有）南九州トラックセンター 溝邉　勝利 日向市大字財光寺１８０３番地１ 機械器具類
114 (株)南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８番地１ 機械器具類
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62 三保電機（株） 小松　忠司 鳥取県米子市皆生温泉１－１６－２ 機械器具類
199 （株）宮崎アイホー 上熊須　健二 宮崎市本郷北方２４８８－１３ 機械器具類
93 宮崎液化ガス（株） 塩月　光夫 宮崎市阿波岐原町野間３１１－１ 機械器具類
110 宮崎ディーゼル（株） 鈴木　忠久 延岡市塩浜町３－１７４８－１ 機械器具類
236 (株)宮崎ディーゼル商事 後藤　敏之 延岡市土々呂町６丁目１８０９番地 機械器具類
258 宮崎電子機器（株） 木村　聡之 宮崎市下原町２１４番１８号 機械器具類
101 （有）宮崎中西サービス 赤星　昭志 宮崎市恒久南２丁目４－４ 機械器具類
421 （有）宮崎プロパンガス日向 三上　雅博 日向市大字財光寺１２５２－１ 機械器具類
416 宮安電機（株） 井上　透 延岡市伊達町１丁目９番地 機械器具類
317 （株）山口商会 山口　敏夫 延岡市桜小路３４９番地４５ 機械器具類
31 ヤンマーエネルギーシステム（株） 玉田　稔 大阪府北区大淀中５－１２－３９ 機械器具類
400 ヤンマー農機販売（株） 原田　正孝 大阪市北区鶴野町１番９号 機械器具類
264 リコージャパン（株） 佐藤　邦彦 東京都中央区銀座７丁目１６番２号 機械器具類
121 稲尾リース（株） 甲斐　和德 延岡市本小路７４番地 資材
379 （有）岩永資材工業 岩永　和夫 日向市大字日知屋字木原１６３４６－１ 資材
274 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 資材
26 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 資材
403 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 資材
231 （株）キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 資材
386 （株）グリーンクロス 久保　孝二 福岡市中央区小笹５丁目２２番３４号 資材
179 （株）ケイエス 東　信男 北九州市小倉北区赤坂海岸９番８号 資材
220 西戸崎興産（株） 坪内　一洋 福岡市東区大岳２丁目１番１号 資材
150 山王(株） 深水　弘一 熊本市東区戸島西５丁目５番５７号 資材
466 (株)ジオテックＨＤ 栗山　法弘 宮崎市城ケ崎２丁目１番地１５ 資材
365 （株）太陽興産 西村　賢一 日向市東郷町山陰乙２８番地１ 資材
358 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 資材
388 東海リース（株） 三木　伸之 大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 資材
55 （株）ナフコ 深町　勝義 北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 資材
309 （株）西原金属 西原　京浩 日向市大字日知屋１６７２３番地１ 資材
445 (株)西村機工 西村　一男 日向市大字財光寺１２０５番地１ 資材
463 ニチレキ(株) 山内　幸夫 東京都千代田区九段北四丁目３番２９番地 資材
444 （株）日成産業 栗山　法弘 日向市大字富高７４番地１ 資材
161 日成ビルド工業(株) 森岡　篤弘 金沢市金石北三丁目１６番１０号 資材
465 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿７－５－２ 資材
420 (株)ＮＩＰＰＯ 水島　和紀 東京都中央区京橋１－１９－１１ 資材
232 （株）農業キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 資材
319 （有）ハウスのナス建材 奈須　光夫 日向市大字財光寺字小松崎２７３４番地５ 資材
128 ヒノマル（株） 寺町　勝 熊本市中央区九品寺５丁目７番２９号 資材
73 日向環境(株) 細川　秀則 日向市大字平岩３９８７番地２８ 資材
115 日向トーヨー住器（株） 右松　寿美 日向市梶木町２丁目１４番地 資材
64 平和ハウス（株） 松田　眞義 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－７７ 資材
248 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４番地１ 資材
456 前澤給装工業（株） 尾崎　武壽 東京都目黒区鷹番２－１３－５ 資材
477 前田道路（株） 磯　昭男 東京都品川区大崎１丁目１１番３号 資材
164 （有）マルイ建材店 猪股　博久 日向市鶴町３丁目７番１０号 資材
334 （資）マルナカ商事 田中　一夫 日向市新生町１丁目１１１番地 資材
303 （有）三重野建材店 三重野　貴嗣 日向市鶴町１丁目７番１２号 資材
359 三井住建道路（株）　（株）ガイアートＴＫ　共同企業体　日向アスコン吉田　敬二 日向市大字財光寺下ヶ浜１１３１の７ 資材
472 (株)ヤマウ 中村　健一郎 福岡市早良区東入部５丁目１５番７号 資材
35 横浜ゴムＭＢジャパン（株） 佐野　哲哉 東京都品川区西五反田７丁目２０番９号 資材
277 （株）レンタルのニッケン 栗田　正樹 東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 資材
245 和光コンクリート工業（株） 金丸　和生 日向市向江町２丁目１２５番地 資材
446 アイティーアイ（株） 市川　誠一郎 長崎県長崎市興善町６－７ 医療・福祉機器等
345 旭化成コマース（株） 園田　勝之助 東京都港区４－１０－１ 医療・福祉機器等
265 石垣メンテナンス（株） 石垣　真 東京都中央区京橋１丁目１番１号 医療・福祉機器等
209 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 新宿区東五軒町３番２５号 医療・福祉機器等
130 （株）ウォーターテック 美和　清二 東京都港区芝浦３－１６－１ 医療・福祉機器等
1 （資）内山金物店 内山　幹雄 日向市本町１２番１号 医療・福祉機器等
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
185 エースメディカル（有） 甲斐　紀夫 延岡市石田町４４２５番地６ 医療・福祉機器等
174 （有）エイド宮崎 大坪　剛一 宮崎市佐土原町下田島１２２８６－１ 医療・福祉機器等
274 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 医療・福祉機器等
266 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 医療・福祉機器等
60 オルガノプラントサービス（株） 長谷川　雅順 東京都文京区本郷５丁目５番１６号 医療・福祉機器等
457 (株)鹿児島有恒社 尾松　孝一 鹿児島市紫原４丁目６番１４号 医療・福祉機器等
154 （株）加藤工機 加藤　好孝 宮崎市稗原町７－３ 医療・福祉機器等
157 九州テクニカルメンテナンス（株） 杉本　陽児 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 医療・福祉機器等
109 （有）共立薬品 木村　洋 日向市南町１４番地 医療・福祉機器等
74 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 医療・福祉機器等
231 （株）キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 医療・福祉機器等
18 クボタ環境サービス（株） 岩部　秀樹 東京都台東区松が谷１丁目３番５号 医療・福祉機器等
179 （株）ケイエス 東　信男 北九州市小倉北区赤坂海岸９番８号 医療・福祉機器等
410 （株）コタベ 小田部　正治 下関市長府港町１０－４４ 医療・福祉機器等
220 西戸崎興産（株） 坪内　一洋 福岡市東区大岳２丁目１番１号 医療・福祉機器等
435 （株）サンオート 稲葉　正光 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 医療・福祉機器等
70 （株）島津製作所 中本　晃 京都市中京区西ノ京桑原町１ 医療・福祉機器等
210 （株）翔薬 平田　次雄 福岡市博多区山王２丁目３番５号 医療・福祉機器等
195 新星商会 織田　俊治 日向市迎洋園２丁目１２６番地 医療・福祉機器等
144 新菱工業（株） 祢木　博之 東京都千代田区神田多町２－９－２ 医療・福祉機器等
273 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 医療・福祉機器等
338 （株）スマイルケア 山下　俊祐 日向市大字財光寺１４４４番地 医療・福祉機器等
332 住重環境エンジニアリング（株） 神村　誠 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 医療・福祉機器等
126 セコム宮崎（株） 木田　公一 宮崎市南花ヶ島町３４番地５ 医療・福祉機器等
327 タイキ薬品工業（株） 三宅　孝一 福岡市東区東浜１－９－４ 医療・福祉機器等
48 （株）タクマテクノス 片岡　康精 東京都中央区日本橋本町１丁目５番６号　第１０中央ビル 医療・福祉機器等
92 田城電器商会 田城　寛 日向市美々津町３０２９番地 医療・福祉機器等
201 大同医科器械(株) 中島　広智 鹿児島市西千石町１２番１１号 医療・福祉機器等
278 （有）ダスキン日向 田中　政利 日向市新生町１丁目７４番地 医療・福祉機器等
242 月島機械（株） 山田　和彦 東京都中央区佃２丁目１７番１５号 医療・福祉機器等
131 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４番地 医療・福祉機器等
448 （有）テツイ 鉄井　博 日向市財光寺松立１３８８の４ 医療・福祉機器等
452 （株）出先 出先　秀樹 延岡市春日町２－８－３ 医療・福祉機器等
159 電協産業（株） 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東４－２－１ 医療・福祉機器等
102 （株）トーアサイエンス 藤沢　哲郎 宮崎市老松２丁目３番２５号 医療・福祉機器等
10 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１ 医療・福祉機器等
96 （株）トーフク 甲斐　聖士 宮崎市佐土原町東上那珂１７５８８－８番地 医療・福祉機器等
108 （有）トジキ厨房機器販売 戸敷　泰彦 佐土原町西上那珂４９７番地 医療・福祉機器等
411 富田薬品（株） 富田　正夫 熊本市九品寺６丁目２番３５号 医療・福祉機器等
298 (株)中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０番地３ 医療・福祉機器等
55 （株）ナフコ 深町　勝義 北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 医療・福祉機器等
75 日米ケミック（株） 山本　有志 宮崎市大字赤江字飛江田１７９７－４ 医療・福祉機器等
57 ニックスメディカル 柳田　亨 延岡市大貫町４丁目１５５７ 医療・福祉機器等
444 （株）日成産業 栗山　法弘 日向市大字富高７４番地１ 医療・福祉機器等
357 日本カルミック（株） 高居　隆章 東京都千代田区九段南１－５－１０ 医療・福祉機器等
430 日本船舶薬品(株) 前　照夫 横浜市中区かもめ町６番地 医療・福祉機器等
293 日本原料（株） 齋藤　安弘 川崎市川崎区東田町１番地２ 医療・福祉機器等
461 日本メンテナスエンジニヤリング（株）岡原　貢 大阪市北区同心１丁目７番１４号 医療・福祉機器等
299 （株）日本リモナイト 栗谷　利夫 熊本県阿蘇市狩尾２８９番地 医療・福祉機器等
106 日之出酸素（株） 栁田　淳 延岡市桜園町８６番地の１ 医療・福祉機器等
128 ヒノマル（株） 寺町　勝 熊本市中央区九品寺５丁目７番２９号 医療・福祉機器等
112 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 医療・福祉機器等
235 （株）ヒラカワ 平川　晋一 大阪市北区大淀北１丁目９番３６号 医療・福祉機器等
82 フクダ電子西部南販売（株） 池田　知年 熊本市神水１丁目１５番４２号 医療・福祉機器等
69 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 医療・福祉機器等
282 （有）まつおか 松岡　政利 日向市大字財光寺３８７番地 医療・福祉機器等
224 松田商事(株) 松田　洋介 宮崎市神宮東２丁目２番２２号 医療・福祉機器等
166 マツヤ商事（株） 松岡　壮一 延岡市富美山町８３番地１８９ 医療・福祉機器等
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441 三菱電機クレジット（株） 井口　弘義 東京都品川区大崎１丁目６番３号 医療・福祉機器等
5 （有）南九州トラックセンター 溝邉　勝利 日向市大字財光寺１８０３番地１ 医療・福祉機器等
352 宮崎酸素(株) 岩切　充弘 宮崎市祇園２丁目１４０番地１ 医療・福祉機器等
288 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 医療・福祉機器等
453 （株）宮崎ヒューマンサービス 芝　道昭 宮崎県都城市平江町４３号６番地１ 医療・福祉機器等
426 （株）メディカル梶本 梶本　九州男 日向市大字財光寺８７番地１ 医療・福祉機器等
4 矢切薬品（株） 平井　作実 岡山県岡山市妹尾３２７３ー３ 医療・福祉機器等
317 （株）山口商会 山口　敏夫 延岡市桜小路３４９番地４５ 医療・福祉機器等
200 （株）ユーケイデンタル 慶田　隆 熊本市南区流通団地１丁目６８番地 医療・福祉機器等
97 （株）横尾器械 川越　秀彦 鹿児島市西別府町２９４１－２７ 医療・福祉機器等
35 横浜ゴムＭＢジャパン（株） 佐野　哲哉 東京都品川区西五反田７丁目２０番９号 医療・福祉機器等
402 （有）予防医学研究所 黒木　博文 宮崎市高岡町五町３４０番地１ 医療・福祉機器等
134 リースキン宮崎 東　美俊 日向市梶木町１丁目６４番地 医療・福祉機器等
271 （有）赤木自動車工業 赤木　定 日向市大字財光寺８９２番地 車両
322 いすゞ自動車九州（株） 高祖　肇 福岡市東区東浜１丁目１０番８５号 車両
395 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 安中　正弘 東京都港区芝五丁目２９番１１号 車両
84 尾崎自動車鈑金整備工場 尾崎　一夫 日向市原町３丁目１０－３ 車両
94 カーサービス　ヒラノ 平野　健児 日向市東郷町山陰辛４９０－１ 車両
384 (有)カーショップロータス 岩切　精二 日向市財光寺５０４番地１ 車両
348 （有）カーメイクアップ平野 平野　政巳 日向市大字財光寺１３１３番地１ 車両
394 上日向自動車（株） 川越　一文 日向市上町１７番７号 車両
167 （有）川野カーサービス 川野　忠幸 日向市大字財光寺８７２番地 車両
406 川野自動車鈑金工場 橋口　年光 日向市大字財光寺８３５番地 車両
148 （有）川野モータース日向 川野　清一 日向市大字財光寺字菜切１２３２ 車両
138 （株）キューコーリース 後藤　和雄 福岡市中央区高砂２丁目１０番１号 車両
403 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 車両
231 （株）キング 白坂　勝則 宮崎市大字本郷南方２２３番地１ 車両
413 （株）兒玉海陸資材 兒玉　龍功 日向市大字日知屋字塩田３３８０－３４ 車両
323 小林自動車 小林　明 宮崎県日向市東郷町山陰丙１４６６－１ 車両
428 （有）新開ゴム工業所 高橋　温康 日向市鶴町３丁目１－３２ 車両
59 （株）ジュウクロギ 重黒木　一夫 日向市大字財光寺１７２０番地１ 車両
172 タイムズモビリティネットワークス（株）上西　清志 広島市中区鉄砲町７番１８号 車両
191 （株）大洋石油 鈴木　健二 日向市春原町２丁目３２番地１ 車両
116 高瀬自動車整備工場 高瀬　勝和 日向市美々津町２４７７－１ 車両
358 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 車両
307 ＴＣＭ（株） 濱田　秀樹 東京都品川区南大井６－２２－７ 車両
104 寺原自動車整備工場 寺原　優三郎 日向市大字財光寺１２７５ 車両
380 時吉自動車整備工場 時吉　正勝 日向市大字平岩２８１－３ 車両
414 トヨタエルアンドエフ宮崎（株） 梶原　式信 宮崎市花ヶ島町小無田６５４番地 車両
170 トヨタカローラ宮崎（株） 御手洗　才治 宮崎市花ヶ島町立毛１００７－１ 車両
141 （株）トヨタレンタリース宮崎 小田　晴之 宮崎市老松一丁目１番４号 車両
336 （有）中平商店 中平　良和 日向市大字財光寺長江２３２番地１ 車両
86 （有）日輪社 関本　敏 日向市大字細島６６７番地１６５ 車両
302 日通商事（株） 丸本　智運 東京都港区海岸１丁目１４番２２号 車両
398 ニッポンレンタカー九州（株） 春山　和彦 宮崎市大淀４丁目５－１２ 車両
319 （有）ハウスのナス建材 奈須　光夫 日向市大字財光寺字小松崎２７３４番地５ 車両
361 （有）橋口電装 橋口　秀德 日向市大字財光寺１４３９番地１ 車両
308 八興自動車整備（株） 三輪　純司 日向市大字日知屋１６４７５番地 車両
442 日立キャピタル（株） 三浦　和哉 港区西新橋２丁目１５番１２号 車両
441 三菱電機クレジット（株） 井口　弘義 東京都品川区大崎１丁目６番３号 車両
153 三菱ふそうトラック・バス（株）九州ふそう武藤　信二 福岡市東区箱崎ふ頭５丁目４番１７号 車両
5 （有）南九州トラックセンター 溝邉　勝利 日向市大字財光寺１８０３番地１ 車両
343 南九州日野自動車（株） 諏訪　秀治 鹿児島市宇宿二丁目２８番２４号 車両
110 宮崎ディーゼル（株） 鈴木　忠久 延岡市塩浜町３－１７４８－１ 車両
246 宮崎トヨペット（株） 百野　正剛 宮崎市花ヶ島町立毛１０７０番地 車両
464 宮崎日産自動車（株） 堤　典郎 宮崎市花ヶ島町屋形町１１７９ 車両
254 （株）矢野ホンダ販売 矢野　善和 日向市江良町４丁目４７番地 車両
98 （有）吉玉自動車工場 今村　桂次郎 延岡市大武町１４０７番地１ 車両
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
439 リコーリース（株） 有川　貞広 東京都江東区東雲１－７－１２　 車両
277 （株）レンタルのニッケン 栗田　正樹 東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 車両
373 アースファイリング（株） 濵村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ 印刷
156 合資会社　愛文社印刷所 高橋　伸二郎 宮崎市高洲町２２２番地 印刷
218 アクリーグ（株） 磯山　左門 栃木県小山市大字外城８１－９ 印刷
15 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場4丁目7番41号 印刷
90 アジア航測（株） 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 印刷
16 （株）アップス 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７番地１ 印刷
331 （株）ＡＶＣ放送開発 大田　幸男 宮崎市本郷北方２７５３－５ 印刷
325 （株）会議録研究所 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番 印刷
160 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 印刷
216 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 印刷
11 （株）小出速記事務所 小出　邦彦 佐賀県佐賀市鍋島四丁目５番２号 印刷
143 交洵社 福田　煕士 日向市大字幸脇１０６６番地 印刷
184 神戸綜合速記（株） 藤岡　伸行 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３－８ 印刷
8 国際航業（株） 中原　修 千代田区六番町２番地 印刷
198 （有）是沢印刷 是沢　利保 日向市本町８番６号 印刷
280 佐藤印刷所 佐藤　隆利 日向市大字財光寺７２５－１ 印刷
221 山陽マーク（株） 岡本　里司 広島市西区楠木町１丁目２－５ 印刷
376 秀巧社印刷（株） 間　直樹 福岡市南区向野２丁目１３番２９号 印刷
71 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 印刷
76 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５西京極駅前ビル６階 印刷
125 （株）すずき 鈴木　崇 宮崎市広島１丁目３番３号 印刷
250 センコービジネスサポート（株） 和田　定晋 宮崎県延岡市天下町1176番地13 印刷
372 （株）ゼンリン 髙山　善司 北九州市小倉北区室町１－１－１ 印刷
177 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 印刷
300 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 印刷
369 （有）第一印刷 富山　崇 日向市大字財光寺１４０８番地 印刷
58 第一法規（株） 田中　英弥 東京都港区南青山2丁目11番17号 印刷
390 （株）データホライゾン 内海　良夫 広島市西区草津新町１丁目２１－３５　広島ミクシスビル 印刷
397 デザインケイ 黒木　克弘 日向市江良町２－１５ 印刷
77 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 印刷
214 東海図版（株） 山本　幸雄 名古屋市西区枇杷島５－１２－５ 印刷
36 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 印刷
450 トッパン・フォームズ（株） 櫻井　醜 東京都港区東新橋一丁目７番３号 印刷
333 （株）ながと 長渡　憲次郎 延岡市出北４丁目２４７９番地 印刷
20 (株)ニック 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 印刷
25 日本グリーンパックス(株) 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 印刷
255 特定非営利活動法人　ネットワーク福祉会疋田　康 児湯郡川南町大字川南１９４０３番地４ 印刷
85 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１丁目１番２号 印刷
239 久永情報マネジメント(株) 久永　修平 鹿児島県鹿児島市松原町７番６号 印刷
142 （有）日向事務機センター 坂本　英規 日向市本町１２番３号 印刷
276 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 印刷
330 富士マイクロ（株） 久永　耕三 熊本市石原１－３－５３ 印刷
68 藤屋印刷（株） 安藤　公一 日向市本町７番１５号 印刷
155 渕上印刷（株） 門田　晶子 鹿児島市南栄町三丁目１番地６ 印刷
247 マウンテン＆バレー 伊森　参議 日向市北町１－９　美徳ビル２Ｆ 印刷
391 （有）松元商会 松元　美豊 日向市本町１３番１７号 印刷
423 三谷コンピュータ(株) 本道　修司 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 印刷
180 （株）宮崎南印刷 大迫　三郎 宮崎市大字田吉字赤江３５０番１ 印刷
383 吉田印刷（株） 吉田　裕之 延岡市川原崎町４４１－１ 印刷
313 （株）ライズファクトリー 戸田　その子 東京都江東区住吉２丁目２５番２号 印刷
345 旭化成コマース（株） 園田　勝之助 東京都港区４－１０－１ 消防・防災
393 （有）旭ケミカル 内田　二紀夫 延岡市平原町２丁目１４５４番地 消防・防災
152 （有）伊地知商会 伊地知　訓 宮崎市江南４丁目８番６号 消防・防災
311 （株）ＮＰＫ 児玉　和博 宮崎市柳丸町８５番地 消防・防災
312 沖電気工業（株） 川崎　秀一 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 消防・防災
353 音伍繊維工業(株) 篠原　昇 福岡市東区多の津４丁目６番１８号 消防・防災

11



受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
176 （株）桂防災管理 児玉　林平 宮崎市神宮東３丁目８番５２号 消防・防災
99 北崎防災 北崎　啓祐 日向市大王町５丁目１６番地 消防・防災
230 九州消防（株） 大薗　幹彦 宮崎市大字島之内字永池９２１３－７３ 消防・防災
74 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 消防・防災
113 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 消防・防災
386 （株）グリーンクロス 久保　孝二 福岡市中央区小笹５丁目２２番３４号 消防・防災
338 （株）スマイルケア 山下　俊祐 日向市大字財光寺１４４４番地 消防・防災
181 （有）セフティ宮崎 宮本　篤 延岡市浜砂２丁目２１－１３ 消防・防災
103 （株）武田ポンプ店 濱崎　幸夫 宮崎市橘通東４丁目５－１４ 消防・防災
240 ㈱ダイワ 中田　勝二 宮崎県宮崎市別府町６－１７ 消防・防災
66 （有）でんき百十番 黒木　美恵子 日向市亀崎３丁目１７番地２ 消防・防災
190 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４番２１号 消防・防災
219 （株）西日本防災 豊浦　晃嗣 宮崎市太田２丁目４番１０号 消防・防災
430 日本船舶薬品(株) 前　照夫 横浜市中区かもめ町６番地 消防・防災
128 ヒノマル（株） 寺町　勝 熊本市中央区九品寺５丁目７番２９号 消防・防災
120 （株）豊後屋 大平　哲義 延岡市瀬之口町１丁目２－１０ 消防・防災
329 （株）丸善グループ 中島　設男 岐阜県岐阜市上土居２丁目３番９号 消防・防災
334 （資）マルナカ商事 田中　一夫 日向市新生町１丁目１１１番地 消防・防災
5 （有）南九州トラックセンター 溝邉　勝利 日向市大字財光寺１８０３番地１ 消防・防災
114 (株)南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８番地１ 消防・防災
288 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 消防・防災
272 宮崎ラビットポンプ（有） 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 消防・防災
117 三輪商事（株） 三輪　真稔 延岡市三ツ瀬町２丁目３番地１０ 消防・防災
171 （株）ヤマトボーデン 坂元　耕三 都城市上長飯町５７号２番地 消防・防災
251 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋木原１６３０８－１ 消防・防災
61 内山ゴム（株） 内山　敬介 日向市本町１３番１３号 繊維製品
286 （株）エー・アンド・エー 永野　盛政 延岡市幸町１－７７－２ 繊維製品
353 音伍繊維工業(株) 篠原　昇 福岡市東区多の津４丁目６番１８号 繊維製品
140 （有）川村 川村　明信 日向市北町１－９ 繊維製品
443 熊本屋ふとん店 熊本　恵蔵 日向市都町１番１９号 繊維製品
386 （株）グリーンクロス 久保　孝二 福岡市中央区小笹５丁目２２番３４号 繊維製品
81 古賀産業（株） 古賀　浩一郎 日向市大字平岩１０７８１番地１５ 繊維製品
269 （有）三幸 小田　三幸 日向市原町３丁目１１の３ 繊維製品
103 （株）武田ポンプ店 濱崎　幸夫 宮崎市橘通東４丁目５－１４ 繊維製品
240 ㈱ダイワ 中田　勝二 宮崎県宮崎市別府町６－１７ 繊維製品
96 （株）トーフク 甲斐　聖士 宮崎市佐土原町東上那珂１７５８８－８番地 繊維製品
108 （有）トジキ厨房機器販売 戸敷　泰彦 佐土原町西上那珂４９７番地 繊維製品
190 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４番２１号 繊維製品
367 （有）ハリカ日向 日髙　史昭 日向市上町１０７４３番地 繊維製品
120 （株）豊後屋 大平　哲義 延岡市瀬之口町１丁目２－１０ 繊維製品
133 (株)マーク 舩戸　和加 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 繊維製品
247 マウンテン＆バレー 伊森　参議 日向市北町１－９　美徳ビル２Ｆ 繊維製品
282 （有）まつおか 松岡　政利 日向市大字財光寺３８７番地 繊維製品
292 ミドリ安全宮崎（株） 岩本　博二 宮崎市花ケ島町三反田６８０番地 繊維製品
40 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 繊維製品
272 宮崎ラビットポンプ（有） 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 繊維製品
349 ヤマガタスポーツ（有） 山形　圭二 日向市鶴町３丁目２番４号 繊維製品
171 （株）ヤマトボーデン 坂元　耕三 都城市上長飯町５７号２番地 繊維製品
347 ワタキューセイモア（株） 安道　光二 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ 繊維製品
38 （有）あさひ表具 池田　忠則 日向市平野町１丁目６６番地 インテリア用品
87 池田内装 池田　清 日向市江良町３－１３ インテリア用品
306 エガワインテリア 江川　潔 日向市比良町２－５０ インテリア用品
433 甲斐畳店 甲斐　定治 日向市比良町５－１９ インテリア用品
310 （有）河野建具工場 河野　利秋 日向市大字財光寺菜切１３５７番地２ インテリア用品
443 熊本屋ふとん店 熊本　恵蔵 日向市都町１番１９号 インテリア用品
28 （株）サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３番７号 インテリア用品
412 塩見木工所 壱岐　久光 日向市大字塩見３１０７番地 インテリア用品
429 室内装飾かね屋 黒木　春男 日向市亀崎３丁目１２２番地 インテリア用品
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
295 鈴木木工所 鈴木　健一 日向市大字財光寺桃の木８４３ー２ インテリア用品
305 （株）トータルメディア開発研究所 澤田　敏企 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 インテリア用品
55 （株）ナフコ 深町　勝義 北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 インテリア用品
469 成合木工所 成合　敏滿 日向市大字日知屋１４８６２－１ インテリア用品
282 （有）まつおか 松岡　政利 日向市大字財光寺３８７番地 インテリア用品
124 （有）山岡表具店 山岡　千代廣 日向市梶木町１丁目３番地 インテリア用品
344 旭マルヰガス（株） 甲斐　光治朗 延岡市大瀬町１丁目４－６ 燃料
205 （有）落合燃料 落合　慶 日向市向江町１丁目１８８番地 燃料
407 河埜商店 髙野　敬子 日向市美々津町３５７０番地 燃料
289 （有）久世燃料店 久世　兼久 日向市大字日知屋古田町１１２番地 燃料
460 (株)黒田工業 加藤　功司 日向市竹島町１番地８６号 燃料
321 （有）佐藤プロパン店 佐藤　洋光 日向市大字財光寺７２６４－７ 燃料
191 （株）大洋石油 鈴木　健二 日向市春原町２丁目３２番地１ 燃料
92 田城電器商会 田城　寛 日向市美々津町３０２９番地 燃料
147 東洋プロパン瓦斯（株） 後藤　拓郎 日向市大字日知屋字亀川１７３３０番地 燃料
302 日通商事（株） 丸本　智運 東京都港区海岸１丁目１４番２２号 燃料
106 日之出酸素（株） 栁田　淳 延岡市桜園町８６番地の１ 燃料
192 日向農業協同組合 米良　正秋 日向市鶴町１丁目３番１２号 燃料
93 宮崎液化ガス（株） 塩月　光夫 宮崎市阿波岐原町野間３１１－１ 燃料
352 宮崎酸素(株) 岩切　充弘 宮崎市祇園２丁目１４０番地１ 燃料
421 （有）宮崎プロパンガス日向 三上　雅博 日向市大字財光寺１２５２－１ 燃料
259 アルフォーインターナショナル（株） 柏木　龍雄 千葉市中央区中央２丁目５番地 日用雑貨
1 （資）内山金物店 内山　幹雄 日向市本町１２番１号 日用雑貨
61 内山ゴム（株） 内山　敬介 日向市本町１３番１３号 日用雑貨
457 (株)鹿児島有恒社 尾松　孝一 鹿児島市紫原４丁目６番１４号 日用雑貨
217 （株）川越紙店 川越　聡 宮崎市旭１丁目１番４号 日用雑貨
74 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 日用雑貨
290 グリーンプラザゴトウ 後藤　徹 日向市大字財光寺１１７３－５ 日用雑貨
434 （株）コメリ 捧　賢一 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 日用雑貨
476 西郷園 黒木　文美子 日向市大字財光寺３４３０－１３ 日用雑貨
341 晴峰商事（株） 森田　道幸 宮崎市大字細江３３６４番地５ 日用雑貨
432 髙橋製茶舗 髙橋　藤市 日向市大字財光寺１１４７－２ 日用雑貨
448 （有）テツイ 鉄井　博 日向市財光寺松立１３８８の４ 日用雑貨
108 （有）トジキ厨房機器販売 戸敷　泰彦 佐土原町西上那珂４９７番地 日用雑貨
55 （株）ナフコ 深町　勝義 北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 日用雑貨
25 日本グリーンパックス(株) 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 日用雑貨
367 （有）ハリカ日向 日髙　史昭 日向市上町１０７４３番地 日用雑貨
342 日向茶業（有） 壹岐　和久 日向市本町１０番４５号 日用雑貨
371 日向フンドーキン販売（株） 関本　勘兵衛 日向市大字細島６９１ 日用雑貨
248 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４番地１ 日用雑貨
339 (有)ペイント三州 中川　紀子 日向市鶴町２丁目１０番２０号 日用雑貨
222 （有）丸一厨房 石井　純一朗 宮崎市大島町国草１３１番地 日用雑貨
334 （資）マルナカ商事 田中　一夫 日向市新生町１丁目１１１番地 日用雑貨
173 (有)丸山乳業社 丸山　泰典 日向市鶴町１丁目５番１号 日用雑貨
292 ミドリ安全宮崎（株） 岩本　博二 宮崎市花ケ島町三反田６８０番地 日用雑貨
355 アオキスポーツ 青木　健治 日向市江良町４丁目１２１番地 看板、記念品類
279 （有）アトリエ寺原 寺原　由紀子 日向市大字日知屋８１４５番地の１０ 看板、記念品類
287 イナダカメラ 稲田　義美 日向市原町一丁目４番７号 看板、記念品類
283 岩原工房 岩原　徳行 日向市大字塩見８７６－８ 看板、記念品類
286 （株）エー・アンド・エー 永野　盛政 延岡市幸町１－７７－２ 看板、記念品類
243 （株）ＳＰフォーラム 江川　克之 東京都港区西新橋三丁目２３番５号 看板、記念品類
140 （有）川村 川村　明信 日向市北町１－９ 看板、記念品類
351 看板のかわの 河野　次雄 日向市亀崎４丁目１１１番地 看板、記念品類
3 共和工業(株) 安藤　忠隆 東京都大田区大森南４丁目４番１６号 看板、記念品類
74 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 看板、記念品類
378 キラ看板 吉良　文一 日向市新生町１－１０ 看板、記念品類
386 （株）グリーンクロス 久保　孝二 福岡市中央区小笹５丁目２２番３４号 看板、記念品類
81 古賀産業（株） 古賀　浩一郎 日向市大字平岩１０７８１番地１５ 看板、記念品類
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
150 山王(株） 深水　弘一 熊本市東区戸島西５丁目５番５７号 看板、記念品類
269 （有）三幸 小田　三幸 日向市原町３丁目１１の３ 看板、記念品類
221 山陽マーク（株） 岡本　里司 広島市西区楠木町１丁目２－５ 看板、記念品類
466 (株)ジオテックＨＤ 栗山　法弘 宮崎市城ケ崎２丁目１番地１５ 看板、記念品類
181 （有）セフティ宮崎 宮本　篤 延岡市浜砂２丁目２１－１３ 看板、記念品類
448 （有）テツイ 鉄井　博 日向市財光寺松立１３８８の４ 看板、記念品類
214 東海図版（株） 山本　幸雄 名古屋市西区枇杷島５－１２－５ 看板、記念品類
36 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 看板、記念品類
178 （株）ナカノ 中野　博 大分県中津市大字野依７０２－１ 看板、記念品類
190 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４番２１号 看板、記念品類
409 虹工房 黒木　伸介 日向市大王町１丁目１５－３ 看板、記念品類
458 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２－３－４ 看板、記念品類
367 （有）ハリカ日向 日髙　史昭 日向市上町１０７４３番地 看板、記念品類
239 久永情報マネジメント(株) 久永　修平 鹿児島県鹿児島市松原町７番６号 看板、記念品類
256 （有）日向キャスティング 笹部　太三郎 日向市東郷町山陰乙１２５番地 看板、記念品類
182 （有）フジビジョン 満留　豊 宮崎市大字赤江１０４－４ 看板、記念品類
330 富士マイクロ（株） 久永　耕三 熊本市石原１－３－５３ 看板、記念品類
366 （有）フジヤカメラ 明神　勝彦 日向市都町１－１９ 看板、記念品類
133 (株)マーク 舩戸　和加 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 看板、記念品類
247 マウンテン＆バレー 伊森　参議 日向市北町１－９　美徳ビル２Ｆ 看板、記念品類
282 （有）まつおか 松岡　政利 日向市大字財光寺３８７番地 看板、記念品類
329 （株）丸善グループ 中島　設男 岐阜県岐阜市上土居２丁目３番９号 看板、記念品類
473 （有）ミツワ染色店 三木　輝裕 日向市亀崎２丁目３番地 看板、記念品類
272 宮崎ラビットポンプ（有） 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 看板、記念品類
377 （有）吉田文具店 吉田　稔 日向市本町７番１６号 看板、記念品類
52 （企）ライオン堂 相田　慎一郎 宮崎市橘通西３丁目１番７号 看板、記念品類
313 （株）ライズファクトリー 戸田　その子 東京都江東区住吉２丁目２５番２号 看板、記念品類
382 (株)井上商店 井上　博功 児湯郡高鍋町大字南高鍋９６０番地 リサイクル関係
460 (株)黒田工業 加藤　功司 日向市竹島町１番地８６号 リサイクル関係
267 （株）セキュリティサービス 池田　誠至朗 都城市久保原町３３街区２１号 リサイクル関係
346 （有）第一金属 安川　健次 日向市大字日知屋１１９８９－２ リサイクル関係
336 （有）中平商店 中平　良和 日向市大字財光寺長江２３２番地１ リサイクル関係
309 （株）西原金属 西原　京浩 日向市大字日知屋１６７２３番地１ リサイクル関係
226 (株)ホシヤマ 星山　一憲 小林市大字細野２６３３番地１ リサイクル関係
404 安本解体 安本　利勝 日向市大字財光寺往還町５７－２ リサイクル関係
373 アースファイリング（株） 濵村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ その他
63 アイコムティ(株) 水居　徹 宮崎市橘通西2丁目5番27号　アクアマリンビル3階 その他
188 アクティヴ情報システム（株） 三輪　正明 宮崎市霧島２丁目２０７番地１ その他
15 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場4丁目7番41号 その他
204 （株）アシストユウ 小幡　小百合 宮崎市新別府町前浜1401番地30 その他
90 アジア航測（株） 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル その他
279 （有）アトリエ寺原 寺原　由紀子 日向市大字日知屋８１４５番地の１０ その他
265 石垣メンテナンス（株） 石垣　真 東京都中央区京橋１丁目１番１号 その他
389 （株）岩木 岩木　義仁 延岡市稲葉崎町２－１３３ その他
283 岩原工房 岩原　徳行 日向市大字塩見８７６－８ その他
209 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 新宿区東五軒町３番２５号 その他
130 （株）ウォーターテック 美和　清二 東京都港区芝浦３－１６－１ その他
1 （資）内山金物店 内山　幹雄 日向市本町１２番１号 その他
286 （株）エー・アンド・エー 永野　盛政 延岡市幸町１－７７－２ その他
331 （株）ＡＶＣ放送開発 大田　幸男 宮崎市本郷北方２７５３－５ その他
37 エイチプラスシステム 橋口　若芽 児湯郡新富町富田1丁目27番地 その他
243 （株）ＳＰフォーラム 江川　克之 東京都港区西新橋三丁目２３番５号 その他
395 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 安中　正弘 東京都港区芝五丁目２９番１１号 その他
475 (株)エヌジェーエス・イーアンドエム 戸來　伸一 東京都新宿区富久町６番８号 その他
436 ＮＴＴ－ＡＴエムタック(株) 岡田　勝行 東京都新宿区新宿２丁目１３番１２号 その他
311 （株）ＮＰＫ 児玉　和博 宮崎市柳丸町８５番地 その他
80 （株）オーイーシー 森　秀文 大分市東春日町１７番５７号 その他
374 （株）苅野 苅野　毅 福岡県直方市大字上頓野字蕪良谷４６３６番地１０ その他
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408 （株）河合楽器製作所 河合　弘隆 静岡県浜松市中区寺島町２００番地 その他
138 （株）キューコーリース 後藤　和雄 福岡市中央区高砂２丁目１０番１号 その他
403 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ その他
160 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 その他
18 クボタ環境サービス（株） 岩部　秀樹 東京都台東区松が谷１丁目３番５号 その他
216 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 その他
198 （有）是沢印刷 是沢　利保 日向市本町８番６号 その他
17 （株）サンキー 満　清 鹿児島県鹿児島市西別府町２９４１番地２５ その他
43 （株）サンコーマテリアル 佐藤　英俊 栃木県矢板市沢１０３３ その他
424 （有）サンロック 岩元　みづえ 鹿児島県垂水市浜平１８０５－５ その他
376 秀巧社印刷（株） 間　直樹 福岡市南区向野２丁目１３番２９号 その他
71 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ その他
144 新菱工業（株） 祢木　博之 東京都千代田区神田多町２－９－２ その他
76 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５西京極駅前ビル６階 その他
273 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ その他
208 (有)スカイサーベイ九州 森　孝子 都城市上長飯町７号１１番地 その他
125 （株）すずき 鈴木　崇 宮崎市広島１丁目３番３号 その他
328 スパークジャパン（株） 岡田　憲明 宮崎市柳丸町１２２－１ その他
126 セコム宮崎（株） 木田　公一 宮崎市南花ヶ島町３４番地５ その他
250 センコービジネスサポート（株） 和田　定晋 宮崎県延岡市天下町1176番地13 その他
372 （株）ゼンリン 髙山　善司 北九州市小倉北区室町１－１－１ その他
262 （株）創和 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町３丁目３３番８号 その他
177 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ その他
358 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 その他
162 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル その他
132 ＤＳＦ（株） 関谷　隆次郎 宮崎市大字島之内６２８０番地 その他
415 （株）デンサン 鈴木　利一 宮崎市大字赤江字飛江田２２４番地 その他
10 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１ その他
305 （株）トータルメディア開発研究所 澤田　敏企 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 その他
23 東京センチュリーリース(株) 浅田　俊一 東京都千代田区神田練塀町３番地 その他
36 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 その他
450 トッパン・フォームズ（株） 櫻井　醜 東京都港区東新橋一丁目７番３号 その他
470 豊永電気　江良店 豊永　輝生 日向市大字日知屋３９７４番地５ その他
333 （株）ながと 長渡　憲次郎 延岡市出北４丁目２４７９番地 その他
252 ナガトモ音響（株） 長友　孝次 宮崎県延岡市下三輪町１３８３番地 その他
302 日通商事（株） 丸本　智運 東京都港区海岸１丁目１４番２２号 その他
260 （一社）日本家族計画協会 近　泰男 東京都新宿区市谷田町１－１０保健会館新館 その他
326 日本ケーブル(株) 大久保　雅由 東京都千代田区神田錦町２－１１ その他
46 日本電子計算機（株） 中村　薫 千代田区丸の内三丁目４番１号 その他
458 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２－３－４ その他
85 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１丁目１番２号 その他
239 久永情報マネジメント(株) 久永　修平 鹿児島県鹿児島市松原町７番６号 その他
442 日立キャピタル（株） 三浦　和哉 港区西新橋２丁目１５番１２号 その他
459 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン60　34階 その他
401 （株）日立プラントメカニクス 橋本　直人 山口県下松市東豊井７９４番地 その他
128 ヒノマル（株） 寺町　勝 熊本市中央区九品寺５丁目７番２９号 その他
256 （有）日向キャスティング 笹部　太三郎 日向市東郷町山陰乙１２５番地 その他
387 ビーム計画設計（株） 赤坂　光男 岐阜県岐阜市加納栄町通７丁目３０番地 その他
119 （有）ピアノ音色工房 小野　圭五 宮崎県宮崎市花山手西２丁目２４－３－２０５ その他
34 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ その他
419 富士電機ＩＴソリューション（株） 荒　安明 東京都千代田区外神田６－１５－１２ その他
182 （有）フジビジョン 満留　豊 宮崎市大字赤江１０４－４ その他
330 富士マイクロ（株） 久永　耕三 熊本市石原１－３－５３ その他
68 藤屋印刷（株） 安藤　公一 日向市本町７番１５号 その他
155 渕上印刷（株） 門田　晶子 鹿児島市南栄町三丁目１番地６ その他
447 平和リース（株） 松田　眞義 日向市大字財光寺字松立１５３４ その他
133 (株)マーク 舩戸　和加 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ その他
247 マウンテン＆バレー 伊森　参議 日向市北町１－９　美徳ビル２Ｆ その他
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受付 企業名 代表者氏名 住所 業種名称
222 （有）丸一厨房 石井　純一朗 宮崎市大島町国草１３１番地 その他
423 三谷コンピュータ(株) 本道　修司 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ その他
45 三菱化学メディエンス（株） 吉原　伸一 東京都港区芝浦４丁目２番８号 その他
441 三菱電機クレジット（株） 井口　弘義 東京都品川区大崎１丁目６番３号 その他
263 （株）南日本ネットワーク 大園　實昭 宮崎市橘通東３丁目６番２９号 その他
352 宮崎酸素(株) 岩切　充弘 宮崎市祇園２丁目１４０番地１ その他
180 （株）宮崎南印刷 大迫　三郎 宮崎市大字田吉字赤江３５０番１ その他
117 三輪商事（株） 三輪　真稔 延岡市三ツ瀬町２丁目３番地１０ その他
402 （有）予防医学研究所 黒木　博文 宮崎市高岡町五町３４０番地１ その他
313 （株）ライズファクトリー 戸田　その子 東京都江東区住吉２丁目２５番２号 その他
439 リコーリース（株） 有川　貞広 東京都江東区東雲１－７－１２　 その他
129 （株）リサーチアンドソリューション 森田　信彦 福岡県福岡市博多区上呉服町１２番３３号 その他
277 （株）レンタルのニッケン 栗田　正樹 東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 その他
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