
令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

　30　事務用機器

登録
番号

業者名 検索かな 代表者（受任者）職 代表者（受任者）氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

30-1

複写機・
印刷機

30-2

パソコン類
30-3

電気通信
機器類

30-4

その他

8 西日本電信電話(株)　鳥取支店 にしにほんでんしんでんわ 支店長 杉本　健 680-0007 鳥取県鳥取市湯所町2-258 0857-27-1051 0857-27-1142 ○ ○ ○

15 北日本コンピューターサービス(株) きたにほんこんぴゅーたーさーびす 代表取締役 江畑　佳明 010-0013 秋田県秋田市南通築地15-32 018-834-1811 018-834-1815 ○

22 朝日航洋(株)　岡山営業所 あさひこうよう 所長 坪井　健次 700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町2-6-22 086-235-1020 086-235-1030 ○

26 (株)シンク しんく 取締役社長 丸山　秀明 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24　大博センタービル 092-475-6311 092-475-6355 ○

27 (株)ホープ ほーぷ 代表取締役 時津　孝康 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5　ＭＧ薬院ビル 092-716-1404 092-716-1467

29 （株）レンタルのニッケン　鳥取営業所 れんたるのにっけん 所長 髙森　和也 680-1141 鳥取県鳥取市蔵田179-1 0857-53-0122 0857-53-0206

37 (株)ニック にっく 代表取締役 松浦　豊喜 816-0905 福岡県大野城市川久保3-1-23 092-504-2489 092-504-2900 ○

43 水ｉｎｇエンジニアリング（株）　西日本支店 すいんぐえんじにありんぐ 支店長 青木　宣雄 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5　辰野新大阪ビル 06-6309-7272 06-6390-6050 ○

45 日立キャピタル(株) ひたちきゃぴたる 執行役 安栄　香純 105-8712 東京都港区西新橋1－3－1 0120-937-468 043-212-2728 ○ ○ ○ ○

50 富士電機（株）　中国支社 ふじでんき 支社長 松野　勝巳 730-0022 広島県広島市中区銀山町14-18 082-247-4231 082-247-4237 ○

70 (株)日産フィナンシャルサービス にっさんふぃなんしゃるさーびす 代表取締役 内村　直友 261-7114 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 043-388-4146 043-272-2323

77 （株）ＮＴＴドコモ　鳥取支店 えぬてぃてぃどこも 支店長 阿川　和宏 680-0834 鳥取県鳥取市永楽温泉町271 0857-21-5221 0857-21-5441 ○ ○

88 京セラコミュニケーションシステム(株) きょうせらこみゅにけーしょんしすてむ 代表取締役 黒瀬　善仁 612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 075-623-0311 03-623-0600 ○

98 鳥取通信工業(株)　倉吉営業所 とっとりつうしんこうぎょう 営業所長 福山　博之 682-0017 鳥取県倉吉市清谷町1-175 0858-27-5140 0858-27-5140 ○

100 (株)ぎじろくセンター ぎじろくせんたー 代表取締役 白井　義美 755-0192 山口県宇部市大字西岐波1540-12 0836-51-6191 0836-54-0001

106 (株)NTTフィールドテクノ　中国支店　鳥取営業所 えぬてぃてぃふいーるどてくの 取締役鳥取営業所長 宮崎　靖 680-0053 鳥取県鳥取市寺町50 0857-54-1390 0857-22-7834 ○ ○ ○

111 日本教育情報機器(株) にほんきょういくじょうほうきき 代表取締役 熊田　淳一 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 03-3287-2181 03-3287-2189 ○

117 (株)原商　倉吉支店 はらしょう 支店長 山本　直樹 682-0721 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後371 0858-35-6050 0858-35-6058 ○ ○ ○ ○

124 (有)増田商会 ますだしょうかい 代表取締役 増田　英之 682-0401 鳥取県倉吉市関金町安歩19-1 0858-45-3550 0858-45-1550

125 (株)エバークリーン えばーくりーん 代表取締役 藤井　武親 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町1-288 0858-26-1375 0858-26-6337

127 シンフォニアエンジニアリング(株)　大阪支社 しんふぉにあえんじにありんぐ 取締役支社長 山田　裕克 578-0977 大阪府東大阪市鴻池徳庵町3-65 06-6744-2722 06-6744-0900 ○

129 (株)両備システムズ りょうびしすてむず 代表取締役 松田　敏之 700-8504 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 086-264-0113 086-264-1159 ○

132 (株)管総研 かんそうけん 代表取締役社長 三好　秀幸 661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1 06-6470-6300 06-4960-4560 ○

137 (株)ソルコム　鳥取支店 そるこむ 支店長 藤村　顕由 680-0931 鳥取県鳥取市岩吉166-2 0857-28-3311 0857-28-3312 ○ ○ ○

148 マツダオートリース(株) まつだおーとりーす 代表取締役 力武　秀行 730-0011 広島県広島市中区基町11-10 082-511-8710 082-222-5711

150 (株)バイタルリード　鳥取営業所 ばいたるりーど 所長 岩﨑　恵子 680-0022 鳥取県鳥取市西町1-101　西町バンクビル1階 0857-30-7655 0857-30-7660 ○ ○

152 (株)インテック　行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部 いんてっく 部長 宝田　久也 531-8577 大阪府大阪市北区豊崎5-4-19 06-6376-3396 06-6376-2884 ○

154 (株)エヌ・ティ・ティ・データ中国 えぬ・てぃ・てぃでーたちゅうごく 代表取締役 上田　健 732-0816 広島県広島市南区比治山本町11-20 082-252-3232 082-252-3229 ○

163 日海通信工業(株)　鳥取支店 にっかいつうしんこうぎょう 支店長 宮城　美智男 680-0945 鳥取県鳥取市湖山町南3-277-2 0857-28-4531 0857-28-1157 ○ ○

165 (株)サンネット さんねっと 代表取締役 山口　隆法 730-0036 広島県広島市中区袋町4-21 082-248-4100 082-247-0646 ○ ○

167 和興通信工業(株)　山陰支店 わこうつうしんこうぎょう 支店長 若本　祐昭 682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町195 0858-23-1155 0858-23-1152 ○

175 扶桑電通(株)　鳥取営業所 ふそうでんつう 所長 星見　憲明 680-0845 鳥取県鳥取市富安2-159 0857-26-1010 0857-26-1039 ○

176 理水化学(株)　広島支店 りすいかがく 支店長 松田　学 730-0051 広島県広島市中区大手町3-8-1 082-545-6885 082-545-6886

179 (株)トーカイ　中国支店 とーかい 支店長 佐藤　耕造 704-8161 岡山県岡山市東区九蟠800-1 086-948-4654 086-948-4633

180 とりぎんリース(株)　倉吉支店 とりぎんりーす 支店長 砂川　晴美 682-0022 鳥取県倉吉市上井町1-200(鳥取銀行倉吉中央支店内) 0858-48-1175 0858-26-7133 ○ ○ ○ ○

184 (株)愛進堂　倉吉営業所 あいしんどう 所長 漆原　淳 682-0035 鳥取県倉吉市広栄町963 0858-22-1321 0858-22-4119 ○ ○ ○ ○

190 TSP太陽(株)　大阪支店 てぃーえすぴーたいよう 大阪支店長 宮崎　浩 532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-8-33 06-6306-3150 06-6306-3140

192 アイコンヤマト(株) あいこんやまと 代表取締役 池谷　勇治 680-8064 鳥取県鳥取市国府町分上3-313 0857-24-3755 0857-27-6726
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令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

登録
番号

業者名

8 西日本電信電話(株)　鳥取支店

15 北日本コンピューターサービス(株)

22 朝日航洋(株)　岡山営業所

26 (株)シンク

27 (株)ホープ

29 （株）レンタルのニッケン　鳥取営業所

37 (株)ニック

43 水ｉｎｇエンジニアリング（株）　西日本支店

45 日立キャピタル(株)

50 富士電機（株）　中国支社

70 (株)日産フィナンシャルサービス

77 （株）ＮＴＴドコモ　鳥取支店

88 京セラコミュニケーションシステム(株)

98 鳥取通信工業(株)　倉吉営業所

100 (株)ぎじろくセンター

106 (株)NTTフィールドテクノ　中国支店　鳥取営業所

111 日本教育情報機器(株)

117 (株)原商　倉吉支店

124 (有)増田商会

125 (株)エバークリーン

127 シンフォニアエンジニアリング(株)　大阪支社

129 (株)両備システムズ

132 (株)管総研

137 (株)ソルコム　鳥取支店

148 マツダオートリース(株)

150 (株)バイタルリード　鳥取営業所

152 (株)インテック　行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部

154 (株)エヌ・ティ・ティ・データ中国

163 日海通信工業(株)　鳥取支店

165 (株)サンネット

167 和興通信工業(株)　山陰支店

175 扶桑電通(株)　鳥取営業所

176 理水化学(株)　広島支店

179 (株)トーカイ　中国支店

180 とりぎんリース(株)　倉吉支店

184 (株)愛進堂　倉吉営業所

190 TSP太陽(株)　大阪支店

192 アイコンヤマト(株)

　31　その他

31-1

自動車
（特殊車両
含む）

31-2

医療機器
31-3

その他

○

○ 　 ○

○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○

○

○
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令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

　30　事務用機器

登録
番号

業者名 検索かな 代表者（受任者）職 代表者（受任者）氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

30-1

複写機・
印刷機

30-2

パソコン類
30-3

電気通信
機器類

30-4

その他

195 日通商事(株)　山陰営業センター にっつうしょうじ 所長 岡野　篤 683-0853 鳥取県米子市両三柳2371-8 0859-36-5001 0859-31-0050 ○ ○ ○

202 国土情報開発(株) こくどじょうほうかいはつ 代表取締役社長 羽田　寛 154-8530 東京都世田谷区池尻2-7-3 03-5481-3000 03-5481-3030 ○

203 (株)会議録研究所 かいぎろくけんきゅうしょ 代表取締役 妹尾　潤 162-0844 東京都新宿区市谷八幡町16 03-3267-6051 03-3267-8199 ○ ○

204 日本ユニシス(株)　中国支店 にほんゆにしす 支店長 澤本　健志 730-0051 広島県広島市中区大手町2-7-10 082-247-3811 082-247-5933 ○

208 富士通リース(株)　中国支店 ふじつうりーす 支店長 坂井　伸弘 730-0031 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 082-207-0296 082-249-7655 ○ ○ ○

211 スイコー(株) すいこー 代表取締役 増田　純吾 682-0023 鳥取県倉吉市山根645-2 0858-27-1611 0120-55-4121 ○ ○

212 (株)三協レンタル　倉吉サービスセンター さんきょうれんたる 取締役所長 長棟　悦史 689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北1106-1 0858-36-4481 0858-36-5120 ○ ○ ○ ○

216 (株)パスコ　岡山支店 ぱすこ 支店長 岩橋　徹 700-0901 岡山県岡山市北区本町2-5 086-231-6261 086-231-5635 ○ ○

221 (株)鳥取県情報センター とっとりけんじょうほうせんたー 代表取締役社長 湊　正彦 680-0053 鳥取県鳥取市寺町50 0857-27-5070 0857-29-2254 ○ ○

224 大和リース(株)　山陰営業所 だいわりーす 所長 帯金　三千男 690-0826 島根県松江市学園南1-15-10 0852-59-9250 0852-27-5780

225 ALSOK山陰(株) あるそっくさんいん 代表取締役社長 永安　重治 690-0003 島根県松江市朝日町477-17 0852-27-6700 0852-27-7933

234 日本電気(株)　山陰支店 にっぽんでんき 支店長 宮尾　修二 683-0067 鳥取県米子市東町171 0859-38-9090 0859-38-9095 ○ ○ ○

235 北陽警備保障(株)　倉吉営業所 ほくようけいびほしょう 所長 亀井　辰美 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町1-365 0858-26-4045 0858-26-4047

240 (株)山陰リース さんいんりーす 代表取締役 和田　辰人 689-3537 鳥取県米子市古豊千69 0859-27-2221 0859-27-3576 ○ ○

242 ニッポンレンタカー中国(株) にっぽんれんたかーちゅうごく 代表取締役 西澤　富夫 730-0053 広島県広島市中区東千田町2-10-6 082-249-3751 082-242-669

244 アジア航測(株)　鳥取営業所 あじあこうそく 所長 吉水　晃治 683-0823 鳥取県米子市加茂町2-180　国際ファミリープラザ7階 0859-36-3360 0859-36-3361 ○

245 セコム山陰(株) せこむさんいん 代表取締役社長 浅中　靖作 690-0816 島根県松江市北陵町34 0852-23-8320 0852-27-8696 ○ ○

247 国際航業(株)　岡山営業所 こくさいこうぎょう 所長 岡山　申也 700-0926 岡山県岡山市北区西古松西町5-6　岡山新都市ビル 086-246-3177 086-246-3179 ○ ○

251 (株)ケイズ　倉吉営業所 けいず 営業所長 野口　昭宏 682-0021 鳥取県倉吉市上井359-9　松井ビル 0858-26-8850 0858-27-5081 ○ ○ ○

254 和幸電通(株)　鳥取営業所 わこうでんつう 所長 小林　正作 680-0911 鳥取県鳥取市千代水2-113-2 0857-32-2155 0857-32-2185 ○

256 (株)ナカノアイシステム　名古屋営業所 なかのあいしすてむ 所長 番　逸成 458-0822 愛知県名古屋市緑区大将ケ根2-1043　ベルメゾンNARUMI502 052-626-1280 052-626-1281 ○ ○

259 日本カルミック(株) にっぽんかるみっく 代表取締役 髙居　隆章 102-0074 東京都千代田区九段南1-5-10 03-3230-6753 03-3230-6756

261 NECネッツエスアイ(株)　鳥取営業所 えぬいーしーねっつあい 所長 西尾　浩一 680-0822 鳥取県鳥取市今町2-251 0857-27-5327 0857-27-5337 ○ ○ ○

266 宮野医療器(株)　鳥取営業所 みやのいりょうき 所長 大西　宏孝 680-0902 鳥取県鳥取市秋里1356 0857-26-6771 0857-26-6772

268 (株)モリックスジャパン　倉吉店 もりっくすじゃぱん 代表取締役 田井　智 682-0812 鳥取県倉吉市下田中町870　中瀬ビル3階 0858-24-5451 0858-24-5452 ○ ○ ○

270 日本光電工業(株)　中国支店 にほんこうでんこうぎょう 支店長 益田　尚哉 733-0002 広島県広島市西区楠木町3-15-8 050-3819-4755 082-287-9051

278 日成ビルド工業(株)　米子営業所 にっせいびるどこうぎょう 所長 中川　彰吾 680-0812 鳥取県米子市角盤町1-173　松屋ビル3階 0859-32-9900 0859-32-9880

284 NECキャピタルソリューション(株)　 えぬいーしーきゃぴたるそりゅーしょん 中国支店長 渡邉　祐史 730-0013 広島県広島市中区八丁堀16-11 082-512-1380 082-512-1381 ○ ○ ○ ○

291 (株)衣笠商会 きぬがさしょうかい 代表取締役 衣笠　一彦 682-0035 鳥取県倉吉市広栄町941-5 0858-22-4126 0858-22-9020 ○ ○ ○

293 ASロカス(株) えーえすろかす 代表取締役社長 谷　勝博 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-22-7 043-203-5301 043-302-2077 ○

296 打吹商事(株) うつぶきしょうじ 代表取締役 笠田　直樹 682-0016 鳥取県倉吉市海田西町1-158 0858-26-2521 0858-26-2580

298 セコム(株) せこむ 代表取締役 尾関　一郎 150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 03-5775-8475 03-5775-8921

303 (株)アピオン あぴおん 代表取締役 山本　庄英 682-0023 鳥取県倉吉市山根540-6 0858-26-7272 0858-26-7273 ○

305 (株)ケーオウエイ　倉吉営業所 けーおうえい 営業所長 住友　吉人 682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町177 0858-23-4730 0858-23-4733 ○ ○

306 (株)JECC じぇっく 専務取締役 依田　茂 100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1 03-3216-3962 03-3216-3133 ○ ○ ○ ○

308 (株)ぎょうせい　中国支社 ぎょうせい 支社長 中瀬　悦英 730-8687 広島県広島市中区三川町2-10　愛媛ビル・広島5階 082-545-7121 082-545-7126 ○

314 (株)エネルギアL&Bパートナーズ　鳥取支店 えねるぎあえるあんどびーぱーとなーず 鳥取支店長 前田　裕史 680-0812 鳥取県鳥取市新品治町1-2 0857-22-4683 0857-29-5762 ○ ○ ○ ○

321 三洋重機(株)　倉吉支店 さんようじゅうき 倉吉支店長 山田　芳樹 689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北756 0858-36-3948 0858-36-4057
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令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

登録
番号

業者名

195 日通商事(株)　山陰営業センター

202 国土情報開発(株)

203 (株)会議録研究所

204 日本ユニシス(株)　中国支店

208 富士通リース(株)　中国支店

211 スイコー(株)

212 (株)三協レンタル　倉吉サービスセンター

216 (株)パスコ　岡山支店

221 (株)鳥取県情報センター

224 大和リース(株)　山陰営業所

225 ALSOK山陰(株)

234 日本電気(株)　山陰支店

235 北陽警備保障(株)　倉吉営業所

240 (株)山陰リース

242 ニッポンレンタカー中国(株)

244 アジア航測(株)　鳥取営業所

245 セコム山陰(株)

247 国際航業(株)　岡山営業所

251 (株)ケイズ　倉吉営業所

254 和幸電通(株)　鳥取営業所

256 (株)ナカノアイシステム　名古屋営業所

259 日本カルミック(株)

261 NECネッツエスアイ(株)　鳥取営業所

266 宮野医療器(株)　鳥取営業所

268 (株)モリックスジャパン　倉吉店

270 日本光電工業(株)　中国支店

278 日成ビルド工業(株)　米子営業所

284 NECキャピタルソリューション(株)　

291 (株)衣笠商会

293 ASロカス(株)

296 打吹商事(株)

298 セコム(株)

303 (株)アピオン

305 (株)ケーオウエイ　倉吉営業所

306 (株)JECC

308 (株)ぎょうせい　中国支社

314 (株)エネルギアL&Bパートナーズ　鳥取支店

321 三洋重機(株)　倉吉支店

　31　その他

31-1

自動車
（特殊車両
含む）

31-2

医療機器
31-3

その他

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
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令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

　30　事務用機器

登録
番号

業者名 検索かな 代表者（受任者）職 代表者（受任者）氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

30-1

複写機・
印刷機

30-2

パソコン類
30-3

電気通信
機器類

30-4

その他

338 NTTビジネスソリューションズ(株)　中国支店 えぬてぃてぃびじねすそりゅーしょんず 取締役中国支店長 赤澤　茂 730-0011 広島県広島市中区基町6-77 082-226-3335 082-224-4561 ○ ○

340 (株)日立ビルシステム　中国支社 ひたちびるしすてむ 支社長 寺岡　孝 730-0013 広島県広島市中区八丁堀3-33 082-227-1132 082-227-8193

344 ピツニーボウズジャパン(株)　大阪支店 ぴつにーぼうずじゃぱん 大阪支店長 西岡　伸晃 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビルディング14階 06-6264-2500 06-6264-2512 ○

346 三谷コンピュータ(株) みたにこんぴゅーた 代表取締役社長 後　淳也 910-0393 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13 0776-67-8005 0776-67-8024 ○

348 TIS(株)　産業公共事業本部 てぃあいえす 公共事業部長 陀安　哲 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 06-4796-3093 06-4796-3097 ○

352 (有)タニモト自動車 たにもとじどうしゃ 代表取締役 谷本　研一郎 682-0872 鳥取県倉吉市福吉町2-1697-5 0858-23-5555 0858-23-5556

357 日産プリンス鳥取販売(株)　倉吉店 にっさんぷりんすとっとりはんばい 店長 杉本　稔 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町1-293 0858-26-2341 0858-26-3224

359 岩世自動車工業(有) いわせじどうしゃこうぎょう 代表取締役 岩世　祥 682-0012 鳥取県倉吉市清谷336-1 0858-26-2211 0858-26-5128

361 山陰総合リース(株)　倉吉支店 さんいんそうごうりーす 支店長 横浜　昌之 682-0022 鳥取県倉吉市上井町2-2-1　エヌケーシービル3階 0858-26-5138 0858-48-9035 ○ ○ ○ ○

365 (株)クラエー くらえー 代表取締役 山本　徹志 682-0923 鳥取県倉吉市鴨川町32-1 0858-28-0608 0858-28-0697

366 流通(株) りゅうつう 代表取締役 江原　剛 682-0801 鳥取県倉吉市巌城997-3 0858-22-1211 0858-22-1214

367 (株)サンクス さんくす 代表取締役 中江ひろみ 682-0925 鳥取県倉吉市秋喜365-15 0858-28-3993 0858-28-3514
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令和２～４年度　倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（賃貸）

登録
番号

業者名

338 NTTビジネスソリューションズ(株)　中国支店

340 (株)日立ビルシステム　中国支社

344 ピツニーボウズジャパン(株)　大阪支店

346 三谷コンピュータ(株)

348 TIS(株)　産業公共事業本部

352 (有)タニモト自動車

357 日産プリンス鳥取販売(株)　倉吉店

359 岩世自動車工業(有)

361 山陰総合リース(株)　倉吉支店

365 (株)クラエー

366 流通(株)

367 (株)サンクス

　31　その他

31-1

自動車
（特殊車両
含む）

31-2

医療機器
31-3

その他

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○
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