
事前登録事業者リスト（第２次受付分）

番号 事業者 住所 氏名（代表者職氏名） 連絡先（所属・氏名） ＴＥＬ ＦＡＸ Ｅｍａｉｌ 参加希望業務
1 近鉄ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 大阪市浪速区湊町1－4－38 取締役社長 施設開発部 06-4397-0239 06-4397-0251 sisetsu@kintetsu-bs.co.jp

杉本  信之 松尾  信幸
2 ㈱シオノギバイオメディカルラボラトリーズ 大阪府摂津市三島2－5－1 代表取締役 事業企画室  地域ラボ企画チーム 06-6382-5472 06-6382-4045 toshihiro.gotou@sbl.co.jp

島村  克哉 後藤  俊博
3 ㈱テスティパル 大阪市中央区南久宝寺4－3－5 代表取締役 営業開発部 06-6535-6088 06-6535-6200 eigyo@tastipalg.co.jp

藤井  康弘 大藤  努
4 ㈱トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町9－16 代表取締役社長 病院関連事業本部  中部営業部 058-392-1132 058-392-2892 suzuki_yasuo@tokai-corp.com

小野木  孝二 鈴木  保男
5 ㈱日本医学臨床検査研究所 京都府久世郡久御山町大学大橋辺 代表取締役 営業本部 075-631-6181 075-631-9024 t.ishikawa@lnm.jcl.co.jp

小字大橋辺16－10 高山  正法 石川　敏男
6 日本ステリ㈱ 東京都千代田区内神田1－7－8 代表取締役 大阪支社 06-6465-8022 06-6465-8025 j-tanda.@nihonstery.co.jp

大手町佐野ビル4階 中倉  友勝 丹田  十史
7 ㈱ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－21－3 代表取締役 医療情報システム営業部・臨床検査システム営業課03-3350-0297 03-3350-0182 yama-y@bml.co.jp

荒井 元義 山本  善規
8 三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内2－6－3 代表取締役 ヘルスケア事業ユニット 03-3210-9802 03-3210-7128 koichiro.soejima@mitsubishicorp.com

小島  順彦 副島  浩一郎
9 八尾市立病院内理容（インナイリヨウ） 八尾市北木の本5－70－2 村上  茂全 村上  茂全 0729-94-3430 (4)⑦

10 ㈱中央微生物検査所 大阪市城東区関目5－22－23 代表取締役 営業３課 06-6939-1041 06-6939-1096 jun.okamoto@chubi.co.jp
杉村  利史 岡本  淳一

11 ㈲エフ．エム．サポート 大阪府大阪市北区梅田２-４-１３ 代表取締役 営業課 06-6455-8700 06-6455-8999 info@fmsupport.co.jp
阪神産経桜橋ビル７Ｆ 村上  史芳 辻  秀基

12 伊藤忠商事㈱ 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 代表者 ビジネス機能統合部 03-3497-2769 03-3497-2799 lnoue-sh@itochu.co.jp
丹羽  宇一郎 井上  秀二

13 ㈱マイスターエンジニアリング 大阪市北区大淀南1-11-8 取締役社長 営業本部  施設営業部 03-3548-7891 03-3548-7892 toyotoshi.ueda@mystar.co.jp
平野  茂夫 植田  豊年

14 ㈱セラム 愛知県名古屋市北区東大曽根上1-869 代表取締役 大阪支社第一業務課係長 06-4801-5591 06-4801-5592 mineko.machino@seramu.co.jp
三栄ビル２Ｆ 玉置  正樹 町野  美根子

15 ㈱エルゼ神戸 神戸市西区玉津町新方１０９ 代表取締役 営業企画室 078-918-3788 078-913-0108 lmgishii@oak.ocn.ne.jp
石井  健三 石井  久幸

16 ヘルスケアーテック㈱ 東京都八王子市北野町543-7 代表者 大阪支店 06-4804-7066 06-4804-7065 s-banba@healthcare-tech.co.jp
古谷  延敏 番場  省吾

17 岩谷産業㈱ 大阪市中央区本町3-4-8 代表取締役社長 産業ガス・溶材本部  メディカルガス部06-6267-3181 06-6267-3307 tokomoto@iwatani.co.jp
牧野  明次 床本  浩二

18 コンパスグループジャパン㈱ 東京都港区西麻布1-5-7 代表取締役 営業開発本部 03-5411-5160 03-5411-5163 hasegawa@compass-j.co.jp (3)③、(4)⑦
市橋  忠久 長谷川  哲也

19 丸玉給食㈱ 東大阪市若江南町2-9-16 代表取締役 管理部 06-6754-1000 06-6754-2177 sumiyoshi@marutama-net.co.jp (3)③
服部  四郎 住吉  聡

20 和泉丸玉フーズ㈱ 大阪府和泉市箕形町4-1-15 代表取締役 0725-53-0661 0725-53-1041 (3)③
中瀬  浩次 鎌田  龍太郎

21 太閤折詰㈱ 東大阪市若江南町3-7-22 代表取締役 06-6723-8500 06-6723-9443 (3)③
松田  嘉彦 秋元  久司

22 阪神千代田㈱ 大阪市北区曽根崎新地2-6-12 代表取締役 営業開発部  課長 06-6344-6381 06-6344-6365 hashimoto@hanshin-chiyoda.co.jp (2)①、②、③、④、(3)⑧
西村  日出穂 橋本  稔

23 ㈱日本医療事務センター 東京都千代田区神田佐久間町3-2 代表取締役社長 西部事業部  営業・物流課 06-6253-0555 06-6253-0771 inakoshi@nicjp.co.jp (4)①、②、③、⑥、⑧
中村  澄子 稲越  浩二

24 ㈱  S  B  S 神奈川県相模原市田名塩田1-3-14 代表取締役 大阪営業所 06-6337-0523 06-6337-0333 hadano@sbs.co.jp (3)①
坊  和男 羽田野  豊作

25 ㈱竹中庭園緑化 大阪市天王寺区上本町5-7-12 代表取締役 営業部 06-6767-5537 06-6767-5507 t-ryokka@abelia.ocn.ne.jp (2)⑤、(4)⑩
竹中  照次 中根  基和

26 日本空調ｻｰﾋﾞｽ㈱ 大阪支店 吹田市江坂町5-14-6 支店長 営業部 06-6330-9151 06-6330-8186 osaka_e@nikku.co.jp (2)①、④、(4)⑩
杉橋  俊彦 竹本  和功

27 三栄基準寝具㈱ 大阪府羽曳野市川向2084 代表取締役 営業部 0729-57-0021 0729-57-0025 SANEI0021@aoi.com (3)⑦
吉川  武 上田  茂夫

28 大和工営㈱ 大阪市中央区博労町1-2-8 代表取締役 営業部 06-6263-7521 06-6263-7525 yamatoko@soleil.ocn.ne.jp (2)③
畑中  邦夫 障子  宏
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