
令和5年５月現在

公社登録番号 商号又は名称 所在地

00000001 齊藤電材株式会社 東京都新宿区

00000002 株式会社京北設計事務所 東京都豊島区

00000003 リコージャパン株式会社 東京都中央区

00000004 巧建業株式会社 東京都荒川区

00000005 株式会社大輝 東京都府中市

00000006 株式会社関東コーワ 東京都港区

00000007 株式会社大塚商会 東京都千代田区

00000008 株式会社野口造園 東京都八王子市

00000009 株式会社金由 東京都中央区

00000010 株式会社日豊 東京都稲城市

00000011 株式会社第一グリーン 東京都八王子市

00000012 株式会社東緑化 東京都八王子市

00000013 株式会社アイキョー 東京都稲城市

00000014 株式会社大進緑建 東京都羽村市

00000015 株式会社多摩緑化 東京都八王子市

00000016 株式会社ロードクリーン 東京都練馬区

00000017 株式会社楢原 東京都多摩市

00000018 株式会社東京綜合造園 東京都町田市

00000019 昭和株式会社 東京都千代田区

00000020 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区

00000021 株式会社多摩ニュータウンサービス 東京都多摩市

00000022 株式会社山水園 東京都小平市

00000023 松村園芸株式会社 東京都東久留米市

00000024 株式会社虹設計事務所 東京都世田谷区

00000025 株式会社日本電力サービス 東京都多摩市

00000026 株式会社古澤オフィス 東京都墨田区

00000027 日建管財株式会社 東京都豊島区

00000028 環境整備センター株式会社 東京都板橋区

00000029 株式会社ジェイ・ティ・エム 東京都練馬区

公社登録番号【物品・委託（設計・測量・地質調査除く）】※順不同
注１）システムでは使用できない文字は、一般的な異体字に置き換えています。例）髙→高、﨑→崎、ヴ→ブまたはビ
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00000030 株式会社三崎 東京都板橋区

00000031 株式会社オリアン 東京都八王子市

00000032 第一航業株式会社 東京都杉並区

00000033 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都江東区

00000034 株式会社エージーテクノス 東京都八王子市

00000035 興國緑化株式会社 東京都福生市

00000036 株式会社ユニオン技術 東京都府中市

00000037 株式会社アールワークス 東京都新宿区

00000038 株式会社平野造園 東京都八王子市

00000039 株式会社間瀬コンサルタント 東京都狛江市

00000040 株式会社佐藤造園土木 東京都八王子市

00000041 植小株式会社 東京都八王子市

00000042 日本カーソリューションズ株式会社 東京都千代田区

00000043 株式会社雅敍造園 東京都八王子

00000044 株式会社ヤチホ 東京都新宿区

00000045 日立キャピタルオートリース株式会社 東京都港区

00000046 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区

00000047 株式会社小田急ビルサービス 東京都渋谷区

00000048 株式会社産業工学研究所 東京都新宿区

00000049 株式会社ランド・コンサルタント 東京都豊島区

00000050 ＭＫエンジニアリング株式会社 東京都世田谷区

00000051 株式会社双葉 東京都豊島区

00000052 三和航測株式会社 東京都練馬区

00000053 株式会社八雲コンサルタント 東京都新宿区

00000054 株式会社岸設計 東京都町田市

00000055 横浜エンジニアリング株式会社 東京都渋谷区

00000056 株式会社コクドリサーチ 東京都新宿区

00000057 カイタク株式会社 東京都練馬区

00000058 株式会社中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区
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00000059 株式会社日本インシーク 東京都中央区

00000060 株式会社ＣＯＣ 東京都国分寺市

00000061 東洋技建株式会社 東京都千代田区

00000062 株式会社大昌都市企画 東京都立川市

00000063 株式会社二葉補償リサーチ 東京都新宿区

00000064 三和建設コンサルタンツ株式会社 東京都豊島区

00000065 株式会社シオンプラン 東京都豊島区

00000066 中央環境株式会社 東京都新宿区

00000067 株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント 東京都町田市

00000068 株式会社東洋コンサルタント 東京都豊島区

00000069 株式会社ジャパンアセスメントオフイス 東京都豊島区

00000070 株式会社三輝設計事務所 東京都千代田区

00000071 株式会社ＮＩＳＳＯ 東京都千代田区

00000072 三陽補償コンサルタント株式会社 東京都中央区

00000073 京王地下駐車場株式会社 東京都渋谷区

00000074 株式会社四門 東京都千代田区

00000075 株式会社東京用地補償 東京都中央区

00000076 株式会社エービーコンサルタント 東京都葛飾区

00000077 株式会社アイマーク 東京都荒川区

00000078 株式会社ジェーエステック 東京都江東区

00000079 協和補償コンサルタント株式会社 東京都豊島区

00000080 日本測地設計株式会社 東京都新宿区

00000081 アイセイ株式会社 東京都荒川区

00000082 株式会社パスコ東京支店 東京都目黒区

00000083 桐井電設工業株式会社 東京都江戸川区

00000084 日本美装株式会社 東京都新宿区

00000085 株式会社利根調査設計 東京都豊島区

00000086 株式会社中庭測量コンサルタント 東京都大田区

00000087 多摩標識株式会社 東京都東村山市
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00000088 株式会社東京ステーション・サービス 東京都渋谷区

00000089 株式会社東光コンサルタンツ 東京都豊島区

00000090 株式会社保全工学研究所 東京都千代田区

00000091 グリーン・コンサルタント株式会社 東京都品川区

00000092 株式会社ＳＳマーケット 東京都八王子市

00000093 株式会社アルファロッカーシステム 神奈川県横浜市

00000094 株式会社協振技建 東京都文京区

00000095 株式会社八州 東京都江東区

00000096 一般財団法人公共用地補償機構 東京都文京区

00000097 株式会社サンフィールド 東京都あきる野市

00000098 山浦印刷株式会社 東京都文京区

00000099 双葉航測株式会社 東京都中野区

00000100 株式会社大坪コンサルタント 東京都葛飾区

00000101 株式会社東北構造社 東京都荒川区

00000102 多摩ランドスケープ事業協同組合 東京都福生市

00000103 株式会社高島テクノロジーセンター 東京都港区

00000104 株式会社五嶋造園 東京都八王子市

00000105 株式会社松竹園 東京都足立区

00000106 株式会社後藤造園 東京都足立区

00000107 立山産業株式会社 東京都福生市

00000108 株式会社野原そだち 神奈川県藤沢市

00000109 天龍造園建設株式会社 東京都江東区

00000110 西武造園株式会社 東京都豊島区

00000111 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区

00000112 日通商事株式会社 東京都港区

00000113 大和測量設計株式会社 東京都杉並区

00000114 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 東京都新宿区

00000116 ケンブリッジフィルターサービス株式会社 東京都港区

00000117 株式会社日本旅行 東京都新宿区
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00000118 株式会社はとバスエージェンシー 東京都大田区

00000119 株式会社第一ビルメンテナンス 東京都新宿区

00000120 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区

00000121 ウィルビィー株式会社 埼玉県北葛飾郡

00000122 株式会社緑興 東京都調布市

00000123 株式会社ＮＳＧ 東京都千代田区

00000124 株式会社日本補償総合研究所 東京都新宿区

00000125 医療法人社団同友会 東京都文京区

00000126 オーサム株式会社 東京都荒川区

00000127 株式会社モリイチ 東京都中央区

00000128 城東総合ビルメンテナンス協同組合 東京都墨田区

00000129 株式会社ジエイエスシー 東京都豊島区

00000130 コニカミノルタジャパン株式会社 東京都港区

00000131 株式会社タカクラ 東京都中央区

00000132 株式会社トーカンオリエンス 東京都新宿区

00000133 株式会社三和エフエムデザイン 東京都渋谷区

00000134 株式会社花の企画社 東京都新宿区

00000135 東京警備保障株式会社 東京都港区

00000136 株式会社スターリング 東京都荒川区

00000137 株式会社カンセン 東京都中央区

00000138 日産緑化株式会社 東京都千代田区

00000139 木口総合保全株式会社 東京都豊島区

00000140 協栄テックス株式会社 東京都品川区

00000141 株式会社文祥堂 東京都中央区

00000142 株式会社東京ヨシカワ 東京都台東区

00000143 キョウワセキュリオン株式会社 東京都中央区

00000144 東興産業株式会社 東京都中央区

00000145 セコム株式会社 東京都渋谷区

00000146 公益財団法人愛世会 東京都板橋区
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00000147 株式会社エグゼクティブプロテクション 東京都港区

00000148 株式会社アクト・ツーワン 東京都中央区

00000149 医療法人財団綜友会 東京都新宿区

00000150 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区

00000151 三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区

00000152 エームサービス株式会社 東京都豊島区

00000153 株式会社そごう・西武 東京都千代田区

00000154 株式会社新東美装 東京都世田谷区

00000155 綜合警備保障株式会社 東京都港区

00000156 株式会社東京コンシューマーエンジニアリング 東京都北区

00000157 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区

00000158 株式会社ケイミックス 東京都港区

00000159 関東警備保障株式会社 東京都大田区

00000160 関東管財株式会社 東京都大田区

00000161 公益社団法人新宿区シルバー人材センター 東京都新宿区

00000162 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区

00000163 株式会社大和総建プロテック 埼玉県さいたま市大宮区

00000164 東京綜合管理株式会社 東京都西東京市

00000165 株式会社新東管理 東京都東大和市

00000166 株式会社安田商会 東京都杉並区

00000167 株式会社Ｍ＆Ｓ 神奈川県川崎市

00000168 ゼナン株式会社 東京都千代田区

00000169 株式会社アビック 東京都新宿区

00000170 株式会社小西 東京都豊島区

00000171 アースサポート株式会社 東京都渋谷区

00000172 株式会社エス・ピーデーサービス 東京都中野区

00000173 株式会社フジクリーン 東京都荒川区

00000174 株式会社クリーンテック 東京都杉並区

00000175 ニューズ産業株式会社 東京都府中市
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00000176 株式会社東日本エンジニアリング 東京都豊島区

00000177 株式会社イーアンドワイ 東京都練馬区

00000178 サンエス警備保障株式会社 千葉県千葉市

00000179 株式会社環境技研 東京都杉並区

00000180 株式会社須田ビルメンテナンス 東京都立川市

00000181 東電用地株式会社 東京都荒川区

00000182 有限会社横溝造園 東京都八王子市

00000183 株式会社創英 東京都世田谷区

00000184 アーバン環境管理事業協同組合 東京都世田谷区

00000185 ＯＢＭ株式会社 千葉県市川市

00000186 関東緑花株式会社 東京都立川市

00000187 株式会社イー・アール 茨城県龍ヶ崎市

00000188 株式会社大丸 東京都足立区

00000189 多摩川緑花株式会社 東京都府中市

00000190 桜ヶ丘造園株式会社 東京都多摩市

00000191 株式会社三幸コミュニティマネジメント 東京都板橋区

00000192 株式会社共進造園 東京都福生市

00000193 株式会社根本造園 東京都東久留米市

00000194 株式会社オリエンタル警備 東京都渋谷区

00000195 株式会社百草造園 東京都日野市

00000196 文吾林造園株式会社 東京都八王子市

00000198 株式会社東京緑化 東京都府中市

00000199 株式会社緑化技研 東京都八王子市

00000200 第一造園株式会社 東京都府中市

00000201 株式会社島田 東京都西多摩郡

00000202 株式会社高木造園 東京都あきる野市

00000203 三和測量設計株式会社 東京都東村山市

00000204 株式会社芝堅 東京都稲城市

00000205 コムシス通産株式会社 東京都港区
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00000206 株式会社松本造園土木 東京都青梅市

00000207 株式会社グリーン・パートナーズ 東京都新宿区

00000208 ＴＳＰコンサルティング株式会社 東京都豊島区

00000209 誠真ビルマネージメント株式会社 東京都豊島区

00000210 株式会社大沢園 東京都町田市

00000211 有限会社都一造園 東京都府中市

00000212 株式会社レジック 東京都豊島区

00000213 株式会社シーアンドピー 東京都府中市

00000214 株式会社ＭＳＫ 東京都墨田区

00000215 株式会社都市緑化 東京都江東区

00000216 株式会社コンネット 東京都府中市

00000217 株式会社玉川造園 東京都府中市

00000218 株式会社野崎造園 東京都東久留米市

00000219 株式会社サービスエース 東京都多摩市

00000220 有限会社空園 東京都東大和市

00000221 株式会社拓進総合管理 東京都調布市

00000222 株式会社翔莉苑 東京都稲城市

00000223 栗山造園株式会社 東京都板橋区

00000224 有限会社 双葉グリーン 東京都小平市

00000225 株式会社蒼明グリーン 東京都千代田区

00000226 有限会社瀬沼造園 東京都八王子市

00000227 立川造園株式会社 東京都立川市

00000228 株式会社サービスSee 東京都多摩市

00000229 株式会社植達 東京都八王子市

00000230 株式会社表養樹園 東京都武蔵村山市

00000231 公益社団法人東京都建設事業協会 東京都中央区

00000232 進和テック株式会社 東京都中野区

00000234 株式会社塩崎テクノブレイン 東京都葛飾区

00000235 スズデン株式会社 東京都港区
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00000236 オオバ調査測量株式会社 東京都港区

00000237 株式会社タマシモン 東京都昭島市

00000238 東日本総合計画株式会社 埼玉県さいたま市

00000239 株式会社ＡＳＣ 神奈川県川崎市

00000240 エス・イー・シーエレベーター株式会社 東京都台東区

00000241 株式会社三平商会 東京都中央区

00000242 株式会社京葉補償コンサルタント 千葉県千葉市

00000243 株式会社テイコク 岐阜県岐阜市

00000244 富士防災設備株式会社 東京都文京区

00000245 高千穂防災工業株式会社 東京都中野区

00000246 東和防災工業株式会社 東京都新宿区

00000247 株式会社建匠コンサルタント 神奈川県川崎市

00000248 株式会社丸松 東京都福生市

00000249 株式会社アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市

00000250 株式会社アガック 東京都豊島区

00000251 中央開発株式会社 東京都新宿区

00000253 アジア航測株式会社 東京都新宿区

00000254 株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市

00000255 北海道地図株式会社 北海道旭川市

00000256 株式会社アーバントラフィックエンジニアリング 東京都新宿区

00000257 名鉄協商株式会社 愛知県名古屋市

00000258 川口産業株式会社 東京都千代田区

00000259 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市

00000260 株式会社エイテック 東京都渋谷区

00000261 株式会社道心 東京都八王子市

00000262 株式会社ナカオ 東京都町田市

00000263 富士テレコム株式会社 東京都板橋区

00000264 東新緑地株式会社 東京都八王子市

00000265 株式会社スリーライク 茨城県龍ケ崎市

00000266 株式会社総合環境計画 東京都江東区
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00000267 株式会社エイト 東京都八王子市

00000268 株式会社新日本コンサルタント 富山県富山市

00000269 ジャンボ株式会社 東京都千代田区

00000270 Ｄ−パワーシステムズ株式会社 東京都府中市

00000271 ＪＲＥ補償コンサルタント株式会社 東京都中央区

00000272 株式会社岩田工業所 東京都江戸川区

00000273 国光施設工業株式会社 東京都大田区

00000274 株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市

00000275 株式会社ミントウェーブ 東京都新宿区

00000276 株式会社武蔵野産業 東京都三鷹市

00000277 補償コンサルタント協同組合 東京都新宿区

00000278 株式会社ナカジマ技販 埼玉県鴻巣市

00000279 キヌ・コーポレーション株式会社 東京都江東区

00000280 福岡造園株式会社 東京都立川市

00000281 緑京株式会社 東京都稲城市

00000282 株式会社アミック 東京都葛飾区

00000283 株式会社ビスタ 東京都八王子市

00000284 アステックデザイン株式会社 埼玉県桶川市

00000285 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区

00000286 有限会社タイラフロアー 東京都大田区

00000287 株式会社杉原設計事務所 東京都新宿区

00000288 株式会社さくら 東京都杉並区

00000289 ガーデナーナカニシ株式会社 東京都荒川区

00000290 三菱ＨＣキャピタルオートリース株式会社 東京都港区

00000291 有限会社湘南花卉園緑地東京中央支店 東京都新宿区

00000292 株式会社清香園 東京都立川市

00000293 株式会社カワコン 神奈川県川崎市

00000294 株式会社ＥＬＳ 東京都墨田区

00000295 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京都港区

00000296 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 東京都港区
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00000297 株式会社ジンダイ 神奈川県川崎市

00000298 株式会社アイビーメンテナンス 東京都新宿区

00000299 株式会社ゼテックス 東京都豊島区

00000300 有限会社総合ビルメンテナンス 千葉県我孫子市

00000301 株式会社アルファ 愛知県名古屋市

00000302 光管財株式会社 東京都足立区

00000303 日建総業株式会社 東京都豊島区

00000304 株式会社アサヒセキュリティ 東京都港区

00000305 株式会社豊川ガーデン 東京都荒川区

00000306 株式会社ＫＳＰ 神奈川県横浜市

00000307 日本通運株式会社 東京都千代田区

00000308 富士通リース株式会社 東京都千代田区

00000309 ALSOK関東デリバリー株式会社 東京都足立区

00000310 株式会社ＦＣＳ 東京都府中市

00000311 株式会社オカモトヤ 東京都港区

00000312 株式会社ケイテック 東京都台東区

00000313 株式会社川内谷 東京都あきる野市

00000314 株式会社小松植木 東京都八王子市

00000315 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市

00000316 株式会社辰巳 東京都豊島区

00000317 株式会社福樹園 東京都福生市

00000318 株式会社Ｋｅｉʼｓ 東京都八王子市

00000319 東京メタル工業株式会社 東京都杉並区

00000320 株式会社オーティス 東京都墨田区

00000321 ソイロム株式会社 東京都練馬区

00000322 株式会社セリオス 大阪府大阪市

00000323 株式会社新東京防災 東京都目黒区

00000324 株式会社河本総合防災 神奈川県相模原市

00000325 株式会社千代田防災 東京都東村山市

00000326 株式会社ガリレオ 東京都八王子市
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00000328 株式会社植栽屋 東京都八王子市

00000329 ニッケン株式会社 埼玉県新座市

00000330 環境緑化株式会社 東京都大田区

00000331 株式会社キタック 東京都台東区

00000332 高野電気工業株式会社 東京都葛飾区

00000333 株式会社東光測建 東京都町田市

00000334 株式会社多摩テクノサービス 東京都多摩市

00000335 株式会社ＭＳＣ 東京都あきる野市

00000336 株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区

00000337 株式会社ウオールナット 東京都立川市

00000338 東香園株式会社 東京都葛飾区

00000339 株式会社Ｓ２ 東京都渋谷区

00000340 株式会社国際地学協会 東京都新宿区

00000341 首都高デジタル＆デザイン株式会社 東京都港区

00000342 東京センチュリー株式会社 東京都千代田区

00000343 リコーリース株式会社 東京都千代田区

00000344 株式会社穂高リネンサプライ 東京都杉並区

00000345 有限会社廣繁商事 東京都葛飾区

00000346 株式会社ＶＯＬＬＭＯＮＴホールディングス 東京都青梅市

00000347 佐川印刷株式会社 京都府向日市

00000348 有限会社パシフィック 神奈川県横浜市

00000349 株式会社アイ・エス・エス 東京都港区

00000350 株式会社東京庭佳 東京都八王子市

00000351 株式会社ビーエスネット 神奈川県川崎市
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