
受　付

2 H30.2.1 (株)加賀医療器
代表取締役
加賀　好男

十和田市西１１番町28-1 0176-22-8330
衣服・その他繊維製品類・医療用機器類・
医薬品・医療用品類・賃貸借

3 H30.2.1 (株)朝日印刷
代表取締役
小笠原　良誠

三沢市本町４丁目31-224 0176-53-4126
一般印刷・デザイン印刷・電算印刷・地図
印刷・特殊印刷・記念品、贈答品・宣伝用
品写真、ビデオ撮影

6 H30.2.1 青森三八五流通(株)
代表取締役
上村　芳明

青森市大字新城字平岡160-576 017-787-3342
その他（融雪剤・防錆材）・運送・その他
（引越・事務所移転等）営業

10 H30.2.1  (株)ウォーターエージェンシー
代表取締役
榊原　秀明

営業所長
鷹觜　琢也

東北北営業所 岩手県盛岡市三本柳7地割11-13 019-638-9401

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・その他・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・

11 H30.2.1 共同印刷(株)
代表取締役
吉原　朋治

むつ市金曲1丁目15-8 0175-22-2231
一般印刷・デザイン印刷・特殊印刷・デザ
イン・ロゴ作成

13 H30.2.1 (株)サンエイ
代表取締役
小林　義美

青森市妙見3丁目2-19 017-738-0040 建物、設備清掃・保安軽微・その他約無提供

14 H30.2.1 協榮産業(株)
代表取締役
菅原　陸夫

八戸市大字根城字大久保9-71 0178-43-1828
建物、設備清掃・保安軽微・その他約無
提供

15 H30.2.1 下北交通(株)
代表取締役社長
白濱　啓助

むつ市金曲1丁目8-12 0175-23-3111 自動車運送業

16 H30.2.1 (有)下北旅行
代表取締役
杉山　毅

むつ市金曲1丁目8-12 0175-23-3111 旅行業務

19 H30.2.1 青森千代田(株)
代表取締役社長
秋田谷　直人

六ケ所村大字尾駮字弥栄平1-90 0175-71-0877
医療機器類・事務用機器類・その他（融雪
剤）・建物管理等各種保守管理

23 H30.2.1  日東通信(株)
代表取締役
髙橋　進太郎

支店長
石田　俊光

青森支店 青森市富田4-28-15 017-761-2441 電気・通信用機器類、電子計算機類

24 H30.2.1 (株)ムサシ
代表取締役
羽鳥　雅孝

支店長
菊地　貴志

仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2 022-796-2101 その他事務機・選挙用品・選挙用機器

28 H30.2.1  いであ㈱
代表取締役社長
細田　昌広

執行役員支店長
小原　一哉

東北支店 仙台市青葉区錦町１－１－１１ 022-263-6744 調査・研究、ソフトウェア開発・その他

29 H30.2.1
北奥羽広域水道総合サー
ビス㈱

代表取締役
類家　章弘

八戸市内丸１丁目１番２号 0178-43-9707
水道料金関係業務・水道施設管理業務・給水装置
関係業務・下水道使用料関係業務・排水設備関
係・賃貸借等

33 H30.2.1 日本調理機㈱
代表取締役
齋藤　有史

所長
佐々木　靖尚

青森営業所 青森市合浦2丁目6番49号 ０１７－７５２－６１８３ 業務用厨房機器

35 H30.2.1 三栄防火機材㈱
代表取締役
木村　　　稔

八戸市大字類家字縄手下７番地１１号 ０１７８―４３―３２１６ 消防用品全般、設計・施行・保守点検

建　設　業　等　の　種　類番号 会　　社　　名 代　表　者　名 支店等名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 許　可　区　分
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39 H30.2.1 ㈲サクラメディック
代表取締役
加賀　広昭

十和田市大字三本木字西金崎371-6 ０１７６－２１－５７１７ H30.3.19
衣服・その他繊維製品類，医療用機器
類、医薬品・医療用品類、賃貸借

41 H30.2.1  六ヶ所エンジニアリング㈱
代表取締役
附田　角栄

六ヶ所村大字尾駮字上尾駮
２２－２５８

０１７５－７３－２２７７
その他（ノン・ハロゲンシート、ボイラー修
理）

42 H30.2.2 ㈱イリエ
代表取締役
入江　寛

青森市大字安田字近野３６６番地６ ０１７－７８１－９４３０

紙・紙加工品類（トイレットペーパー、ペーパータオ
ル、コピー用紙類等）、医療用機器類（たん吸器、
補聴器等）その他（介護機器類、介護用品、洗剤
等）

46 H30.2.2 あおぎんリース㈱
代表取締役
櫻庭　一憲

むつ支店長
泉山　明

むつ支店 むつ市新町２８番１７号 ０１７５－２３－０１７１
賃貸借業務(情報関連機器、医療用機
器、商業用機器、産業用機械、公害防止
設備、輸送用機器、その他)

48 H30.2.2 ㈱会議録センター
代表取締役
加藤　信也

所長
萱場　勝竹

盛岡営業所 岩手県盛岡市中央通３丁目１５－１７ ０１９－６２２－１６９８

会議録作成（テープ反訳～会議録作成）
会議録検索システム、議会映像配信シス
テム、議会だより企画編集作成、家屋評
価システム、家屋台帳履歴管理システム、

49 H30.2.2 (株)東奥アドシステム
代表取締役
鳴海　成二

青森市古川1丁目21番12号 ０１７－７７６ー３７７１
公告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情
報処理、翻訳・通訳・速記、会場等の借り
上げ

54 H30.2.2   ニチレキ(株) 
代表取締役
小幡　学

所長
阿部　亮介

青森営業所 青森県十和田市字三本木字野崎40-76０１７６－２３－７１２１ H30.4.1
土木・建設・建築材料製造、土木・建設・
建築材料販売

56 H30.2.2  ㈱八戸鉄工所
代表取締役社長
田村　嘉章

八戸市大字河原木
字北沼１５－７

０１７８－２８－３８３０
車両類、一般・産業用機器類、建物管理
等各種保守管理

60 H30.2.2 第一法規㈱
代表取締役社長
田中　英弥

東京都港区青山２丁目１１番１７号 ０３－３４０４－２２５１

その他印刷類の製造、図書類の製造、電子出版物類の
製造、その他印刷物類の販売、図書類の販売、電子出
版物類の販売、調査・研究業務、情報処理業務、ソフト
ウェア開発業務、電子出版業務

63 H30.2.2 東北化学薬品㈱
代表取締役
工藤　幸弘

むつ小川原
営業所長
西堀　渉

むつ小川原
営業所

六ヶ所村大字尾駮
字上尾駮２２－２２５

０１７５－７３－２２７１
ポンプ・圧縮機、医療用薬品、業用薬品、
医療用器具、介護用機械器具、実験・計
測用　機械器具、化学薬品販売

65 H30.2.2 アズビル金門㈱
代用取締役社長
上西　正泰

所長
佐々木　淳一

青森営業所 青森市合浦１－１０－３ ０１７－７４２－４３７９ H30.4.18
精密機器類、水道メーター及び関連機器
販売

67 H30.2.2  ㈲北商
代表取締役
斎藤　克宏

青森県三沢市大字三沢字下久保
５９－３８２

０１７６－５３－７４７１
遊具、看板・顕彰プレート、ゴーカート、モ
ニュメント、券売機、石・平板

69 H30.2.2 ㈲苫米地教材社
代表取締役
苫米地　芳保

十和田市西三番町２０－１８ ０１７６－２２－１１７７ H28.9.26
学校教材、教具、教材備品、一般備品、
理科実験器具、試薬、保健室消耗品・備
品、楽器等

81 H30.2.2 育栄管財㈱
代表取締役
月舘　学

三沢市栄町１－３１－３８０８ ０１７６－５３－６６７８

建物清掃・管理、電気冷暖房等設備保
守、給食業務、消防設備保守、貯水槽清
掃、警備・受付等、害虫駆除、ボイラー清
掃、道路・公園清掃、その他の業務委託

83 H30.2.2 正善商事㈱
代表取締役
一戸　秀則

青森市問屋町１丁目６番２２号 ０１７－７３８－２４５０

衣服・その他繊維製品類の販売、ゴム・皮
革・プラスチック製品の販売、紙・紙加工
品類の販売、事務用品類の販売、その他
の販売楯、徽章外式典用品、民芸品、漆

84 H30.2.2 青森トヨタ自動車㈱
代表取締役
小野　大介

店長
岡村　栄一

むつ店 むつ市金曲２－２－１８ ０１７５－２２－３１１１ 自動車販売、自動車修理、自動車用品
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92 H30.2.2 富士通リース㈱
代表取締役
春日井　昌生

支店長
山内　和也

東北支店 仙台市青葉区中央三丁目２番２３号 ０２２－２２２－８８４２ 賃貸借

93 H30.2.2 ㈱トーソー
代表取締役
中野　亮太

青森市港町２－１０－４４ ０１７－７６５－２２２５

建物管理等各種保守管理、建物の警備、
熱管理、貯水槽清掃、空気環境測定、ね
ずみ昆虫等防除、交通誘導警備、電話交
換、消防設備保守点検、給食業務、人材

94 H30.2.2 ㈱ニッコクトラスト
代表取締役
須藤　髙志

仙台市太白区長町三丁目７番１３号 ０２２－７４８－１２７７ 給食、調理等業務

97 H30.2.2 ㈱十和田ビルサービス
代表取締役
今泉　湧水

十和田市大字赤沼字下平437-9 ０１７６－２３－４９８２
その他の販売、建物管理等各種保守管
理業務、その他の買受け

99 H30.2.2  ㈱江東微生物研究所
代表取締役
小林　仁

所長
角田　健徳

弘前営業所 弘前市大字末広３－１－３ ０１７２－２９－１７６１ ・役務（検査・分析・測定）

104 H30.2.2 東洋建物管理(株)
代表取締役社長
七尾　嘉信

青森市橋本1丁目7-3 017-734-5281 建物管理等各種保守管理

105 H30.2.2 東奥マイクロシステム(株)
代表取締役
田村　裕子

八戸市諏訪2丁目3-15 0178-45-7515 その他印刷・写真、宣伝・情報処理

111 H30.2.5 (株)ヒロタ
代表取締役
廣田　達功

青森市大字野木字野尻37-691 017-729-8321 フォーム印刷・その他印刷類・紙・紙加工品類・事務用機器類・事務用品類・賃貸借・
その他

113 H30.2.2  (有)環境プラント
代表取締役
福士　誠

弘前市大字城東中央1-5-7 0172-28-1481 建物管理等各種保守管理・その他

114 H30.2.2 青森油化工業(株)
代表取締役
工藤　一男

青森市駒込字蛍沢379-8 017-742-4591
その他販売・建物管理等各種保守管理・
その他役務

121 H30.2.5 (株)ニッコク
代表取締役
御法川　法男

青森市小柳1丁目19-20 017-744-2715 精密機器類

123 H30.2.5  水道機工(株)
代表取締役
角川　政信

所長
菊池　英信

北東北営業所 盛岡市盛岡駅前通15-50 019-652-6101
精密機器類・その他販売（水処理薬品）・
その他役務（上下水道、汚水処理施設の
保守点検）

124 H30.2.5 東京センチュリー(株)
代表取締役
浅田　俊一

東京都千代田区神田練塀町3 03-5818-8160 賃貸借

125 H30.2.5 NTT-ATエムタック(株)
代表取締役社長
深澤　友雄

東京都新宿区新宿2丁目13-12 03-3350-5171
電子計算機類・その他販売（自社パッ
ケージソフト）・情報処理・ソフトウェア開
発・その他役務（ソフトウェア保守）

128 H30.2.5 (株)ぎじろくセンター
代表取締役
白井　義美

取締役兼東京営
業所長
濱野　尚子

東京営業所
東京都中央区日本橋小舟町9-3
日本橋相互ビル505号室

03-6264-8781

電気・通信用機器類（議場録音設備機
器）・情報処理（データ入力等）・翻訳、通
訳、速記（議会会議録）・ソフトウェア開発
（会議録検索システム）・賃貸借（会議録

129 H30.2.5 (株)大和速記情報センター
代表取締役
津田　健司

東京都港区新橋5-13-1 03-5776-1155
情報処理・翻訳、通訳、速記・ソフトウェア
開発
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135 H30.2.5 (有)ユーザーサービス青森
代表取締役
張間　健司

青森市緑一丁目21-1 017-735-3828 厨房用品・厨房機器・業務用石鹸、洗剤

137 H30.2.5 (株)会議録研究所
代表取締役
妹尾　潤

東京都新宿区市谷八幡町16 03-3267-6051
その他印刷類・電気、通信用機器類・電子計
算機類・情報処理・翻訳・通訳・速記・ソフト
ウェア開発・賃貸借

139 H30.2.5 (有)十字堂
代表取締役
山口　博美

むつ市真砂町6-14 0175-29-1637

看板、広告板・表示版・ステッカー、シー
ル（車両・船・窓用も含む）・造形物（FRP)・
横断幕、懸垂幕・のぼり、フラッグ・ディス
プレイグッズ・各種シルクスクリーン印刷・

140 H30.2.5 (株)県南環境
代表取締役社長
気田　哲雄

十和田市大字相木字高清水80-3 0176-22-1541
貯水槽清掃、保守・その他設備保守・その
他役務提供

145 H30.2.5   (株)マリンテクノサービス
代表取締役
佐々木　正人

所長
小坂　三夫

青森営業所 野辺地町字赤坂10－3 0175－64－2171

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・土木、建設、建築
材料・警察用装備品類・防衛用装備品

148 H30.2.5 国土情報開発(株)
代表取締役社長
羽田　寛

東京都世田谷区池尻2－7－3 03－5481－3000
土地情報総合システム開発・土地情報総合システム保守・土地情報総合システム
リース・土地(地図)のデータ作成・土地情報総合システムハード・土地情報総合シス
テム周辺機器・土地情報総合システム消耗品・地図用バインダー・地図用保管庫

153 H30.2.5  日本無線(株)
代表取締役
荒　健次

所長
髙橋　英彦

青森営業所 青森市安方一丁目1－32 017－774－2321

電気、通信用機器類・警察用装備品類・
防衛用装備品類・その他・調査、研究・ソ
フトウェア開発・建物管理等各種保守管
理・防衛用装備品類の整備・その他

156 H30.2.5 (株)ＴＫＣ
代表取締役社長
角　一幸

宇都宮市鶴田町1758 028－648－2111
電子計算機類・情報処理・ソフトウェア開
発

161 H30.2.5  (株)日立ビルシステム
取締役社長
佐藤　寛

支店長
備前　秀一

東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目1－1 022－222－1321 建物管理等各種保守管理

164 H30.2.5 新日本法規出版(株)
代表取締役
服部　昭三

支社長
大矢　隆

仙台支社 仙台市泉区加茂一丁目48－2 022－377－1711

衣類、その他繊維製品類・ゴム、皮革、プ
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・家具、什
器類・電気、通信用機器類・電子計算機

181 H30.2.5
㈱ワイズマンコンサルティン
グ

代表取締役
松浦　千尋

盛岡市盛岡駅西通２－９－１ ０１９－６２１－５２５５ 各種調査研究及び計画策定

186 H30.2.6  ㈱富士通ゼネラル
代表取締役
斎藤　悦郎

部長
矢澤　秀昭

東北情報通信
ネットワーク
営業部

仙台市宮城野区扇町三丁目５番
５号

０２２－２３９－５１７１
電気・通信用機器類の製造、電気・通信
容器類の販売、建物管理等各種保守管
理業務

191 H30.2.6 ㈱むつ日産
代表取締役
太田　栄光

むつ市大字田名部字赤川ノ内並木１１
０－４

０１７５－２２－２２８４
車両類の販売(自動車、車両用品、車両
整備・修繕)

194 H30.2.6 (株)ヒグチ
代表取締役
内田　征吾

青森市問屋町1-15-22 ０１７－７３８－３６６１

衣服・その他繊維製品類販売、紙・紙加
工品類販売、家具・什器類販売、電気・通
信用機器類販売、電子計算機類販売、事
務用機器類販売、その他機器類販売、事

196 H30.2.6  鎌長製衡㈱
代表取締役
鎌田　長明

支店長
濱田　真二

東京支店
東京都中央区日本橋１丁目１４番７号
明治安田生命江戸橋ビル

０３－３２４３－２０８０
・物品(一般産業用機器、精密機器、その
他機器）・役務(建物管理保守）

203 H30.2.6 青森ドライケミカル㈱
代表取締役
木立　正一

青森市港町二丁目６番１２号 ０１７－７１８－５２８０
看板、保安用品、消防用品、消防設備、
消防用設備保守点検教務
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206 H30.2.6 ㈱開発計画研究所
代表取締役
石井　政雄

東京都文京区本郷３－２０－６
本郷平野ピル

０３－３８１１－５１１９

地域開発・環境保全に関する調査・立案、
地域小エネルギー、省エネルギービジョン
等の調査、産業開発・工業団地計画・港
湾空間計画に関する調査・立案、都市・農

213 H30.2.6 ㈲ループ
取締役
田嶋　さきの

三沢市大字三沢字上屋敷１６３－６３ ０１７６－５０－７８８８
産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分、
古物（リサイクル品）の買受

216 H30.2.6  ㈱シン技術コンサル
代表取締役
志村　一夫

支店長
小山内　良一

東北支店
仙台市太白区中田５－３－２１
南仙台広瀬ビル３階

０２２－７４１－２８５０
調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、
賃貸借、文化財関連業務

220 H30.2.6  ㈱日新技術コンサルタント
代表取締役社長
柴田　功

所長
齊藤 浩

青森出張所 青森市桜川２丁目２１番７号 ０１７－７６５－４７２０
・役務の提供等（調査・研究、情報処理、
ソフトウェア開発、その他）

225 H30.2.6  環境保全㈱
代表取締役
竹内　司

平川市松崎西田４１番地１０ ０１７２－４３－１１００
環境調査、飲料水・水道水検査、温泉成
分分析、計量照明（濃度、騒音・振動レベ
ル・特定濃度）

227 H30.2.6  県南環境保全センター㈱
代表取締役
佐藤　正樹

十和田市大字三本木字野崎４０－３７０ ０１７６－２２－２０６１

油槽清掃・点検、貯水槽清掃、貯湯槽清
掃、浄化槽保守点検及び清掃、下水道処
理施設、各種排水処理施設維持管理、し
尿処理施設及び農業集落排水処理施設

230 H30.2.6  ㈱水機テクノス
代表取締役
武藏　昌弘

所長
大場　隆寛

盛岡営業所 盛岡市盛岡駅前通３－５３ ０１９－６２３ー２２０５

精密機器類、その他機器類(水処理機械・
機器)、建物管理等各種保守管理、その
他(水処理設備の運転管理及び保守点検
業務)

239 H30.2.7  ㈱協和コンサルタンツ
代表取締役
山本　満

所長
木村　重弘

青森営業所 青森市長島２丁目２５番１号 ０１７－７２２－５２７３

その他印刷類販売、電子計算機類販売、
小水力発電水車等販売、広告・宣伝、写
真・製図、調査・研究、情報処理、ソフト
ウェア開発、空家調査、計画策定業務等

241 H30.2.7 東邦薬品㈱
代表取締役
枝廣　弘巳

所長
嘉瀬　渉

むつ営業所 むつ市新町45番12号 ０１７５－２２－３２６４
医療用機器類、医薬品・医療用品類、そ
の他

242 H30.2.7 青森みちのく警備保障㈱
代表取締役
蛯沢　達彦

十和田市大字三本木字北平７３番地１ ０１７６－２２－８８１４
施設警備・機械警備・機動警備・交通誘
導・雑踏警備・清掃業務・その他

243 H30.2.7 ㈱ニチイ学館
代表取締役
森　信介

千代田区神田駿河台二丁目９番地 ０３－３２９１－２１２１

医療用機器類、医薬品・医療用品類、そ
の他販売、調査・研究、情報処理、賃貸
借、建物管理等各種保守管理、その他業
務

245 H30.2.7 リコーリース㈱
代表取締役
瀬川　大介

支社長
加藤　良夫

東北支社 仙台市青葉区中央４－６－１ ０２２－２２５－２４１２

事務用機器・複写機・印刷機・通信機器
（リコー）、コンピューター等システム機器、
（ＮＥＣ、富士通、ＩＢＭ、日本ＨＰ）医療機
器（日立メディコ、日本光電、フクダ電子）

247 H30.2.7 青森オフセット印刷㈱
代表取締役
三上　伸

青森市本町２－１１－１６ ０１７－７７５－１４３１
出版印刷物、事務印刷物、宣伝印刷物、
証券印刷物、包装印刷物、印刷関連

248 H30.2.7 東管工業㈱
代表取締役
蛯沢　宮行

東北町字柳沢５９－２１ ０１７５－６３－４４５０

不用品買受（鉄・非鉄屑）、建設資材販売（再生砕
石、山砂）、運搬・運送（砕石、アスファルト合材・重
機、建設資材運搬）、廃棄物処理（産業廃棄物収
集運搬・産業廃棄物処理）

251 H30.2.7 ㈱角弘
代表取締役社長
小田桐　健蔵

支店長
對馬　治

むつ支店 むつ市仲町１４番１３号 ０１７５－２２－１３９４

衣服・その他繊維製品類の販売、ゴム・皮
革・プラスチック製品類の販売、窯業・土
石製品類の販売、非鉄金属・金属製品類
の販売、車両類の販売、燃料類の販売、

258 H30.2.7  大管工業㈱
代表取締役
大坂　智

青森市大字諏訪沢字岩田５０－４ ０１７－７２６－２１００
土木・建設・建築材料の販売、その他の
販売、調査・研究業務、その他の業務
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262 H30.2.7  ㈱みちのく計画
代表取締役
間山　克子

青森市浜館１－１４－３ ０１７－７６５－１３１１
電子計算機類の販売、写真・製図業務、
調査・研究業務、情報処理業務、ソフト
ウェア開発業務

271 H30.2.7  沖電気工業㈱
代表取締役社長
執行役員
鎌上　信也

支社長
橋本　達也

東北支社
仙台市青葉区一番町
３－１－１

０２２－２２５－６６０１

電気・通信用機器類、電子計算機類、精
密機器類、事務用機器類の製造、販売
情報処理、ソフトウェア開発、建物管理等
各種保守管理

273 H30.2.7 日本キャタピラー合同会社

代表社員 キャタピラー
ジャパン合同会社
職務執行者
矢口　教

所長
小野　透

むつ営業所 むつ市大曲三丁目１０１－１ ０１７５－２２－２６５７
タイヤ・車両類（建設機械）、車両整備（建
設機械）

275 H30.2.7  ㈱西原環境 
代表取締役
ヤニック・ラット

支店長
中井　泰弘

東北支店 仙台市青葉区二日町３－１０ ０２２－７１３－７５２１
浄化槽保守点検他水処理施設・
下水道処理施設維持管理

278 H30.2.7  ㈱石沢工業
代表取締役
鈴木　健悟

代表
鳴海　正和

青森営業所 青森市古舘一丁目１０の８ ０１７－７４１－１３８３
看板、懸垂幕、木工製品、カップ・旗・バッ
ヂ・盾、道路標識、視線誘導標、道路反
射鏡、テントシート、金杯、銀杯

281 H30.2.8  山大機電㈱
代表取締役
菅原　博匡

青森市大字荒川字藤戸１３３－３ ０１７－７３９－７６４１

一般・産業用機器、電気・通信用機器、精
密機器、記録計・計装機器消耗品、ソフト
ウェア開発、建物管理等各種保守、公園
噴水保守、自家発用エンジン整備

282 H30.2.8 青森リース㈱
代表取締役
気田　福俊

十和田市大字伝法寺字大窪
６２番地１

０１７６－２８－３１１１
自動車、その他の運搬機器・器具（クレーン付トラック）、
建設機材、ＡＥＤ、普通自動車、軽自動車、トラック、仮
説ハウス、テント、トイレ、催物企画、運営、興行

285 H30.2.8 田中商工㈱
代表取締役
田中　大文

十和田市西二十一番町２４－２６ ０１７６－２３－７３１１

金属加工機械の販売、建設・鉱山機械の
販売、ポンプ圧縮機の販売、建設材料の
販売、化学薬品の販売、水道用資材の販
売、標識の販売

286 H30.2.8 ㈱図書館流通センター
代表取締役
石井　昭

東京都文京区大塚３－１－１ ０３－３９４３－２２２１

図書類、電子出版物類、家具・什器類、電気・通信用機器類、
事務用機器類、事務用品類、その他（視聴覚資料、図書館用
品（ICタグ等））、調査・研究、情報処理（書誌データ作成、各種
資料等データ化業務、図書館電算化業務）、その他（図書整
理、図書館運営業務、図書館の設計、運営管理・システムに関

289 H30.2.8
 パナソニックシステム
 ソリューソンズ　ジャパン㈱

代表取締役
片倉　達夫

社長
武部　恭士

東北社 仙台市青葉区一番町２－４－１ ０２２－２１２－３７０１
電気・通信機器、電子計算機類、事務用
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

292 H30.2.8  ㈱松村電機製作所
代表取締役
松村　秀一

支店長
元臼　弘和

東北支店
仙台市青葉区五橋１－６－２
（ＫＪビルディング）

０２２－２２１－７７９１
舞台照明器具販売保守点検（自社製）、
建物管理等各種保守管理

293 H30.2.8 青森綜合警備保障㈱
代表取締役
柿崎　忠雄

支社長
髙坂　徳彦

むつ支社 むつ市大曲３丁目９番６号 ０１７５－２２－５９０１
電気・通信用機器類、医療用機器類、その他機器類、警察用
装備品類、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送

294 H30.2.8 コマツリフト㈱
代表取締役
森川　元嗣

所長
福村　朋弘

十和田営業所  十和田市大字三本木字一本木沢２０５－８０１７６－２２－６５２２
フォークリフト・ホイールローダ・ミニパワーショベ
ル・物流省力機器（レンタル、保守含む）

303 H30.2.8  協和通信㈱
代表取締役
吉野　剛一郎

八戸市長苗代字内舟渡５１－２ ０１７８－２９－４５１１
電気・通信用機器類の販売、事務用機器
類の販売、その販売、賃貸借業務、その
他業務

304 H30.2.8 (株)日商
代表取締役
気田　憲二

青森県十和田市東4番町10番19号 ０１７６－２２－７１６１

ゴム・皮革・プラスチック製品類、非鉄金
属・金属製品類、車両類、一般・産業用機
器類、電機・通信用機器類、その他機器
類、土木・建設・建築材料、その他（安全

308 H30.2.8 ㈱レンタルのニッケン
代表取締役
村山　雅彦

所長
笹谷　孝俊

六ヶ所営業所 六ヶ所村大字尾駮字野附２１３－４ ０１７５－７２－３９４５

車両類の販売、一般・産業用機器類の販
売、電気・通信用機器類の販売、精密機
器類の販売、その他の販売(土木・建設機
械関連)、広告・宣伝業務、会場等の借り
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309 H30.2.8 ㈲サウンドクリエイト
代表取締役
久保田　幸造

八戸市沼館３丁目３番１０号 ０１７８－４５－７０２１
通信用機械器具、音響用機械器具、カメ
ラ・時計、広告代理、イベント企画、映像
企画、その他、電気設備保守点検

311 H30.2.8  ㈱三水コンサルタント
代表取締役社長
山崎　義広

所長
齋藤　正樹

青森事務所 青森市茶屋町１９－１ ０１７－７１８－４８６０ ソフトウェア開発

314 H30.2.8  フルテック㈱
代表取締役
古野　重幸

支店長
高坂　健

青森支店 青森市中佃１－３－６ ０１７－７４２－４５６７
その他機器類販売（駐輪システム）その他
販売(分煙システム「トルネックス」)
・建物管理等保守管理（自動ドア）

323 H30.2.8 キャノンシステムアンドサポート(株)
代表取締役
平賀　剛

部長
橋本　光則

むつ営業所 むつ市下北町1-12 ０１７５－２２－０１９２

紙・紙加工品類販売、家具・什器類販売、
一般・産業用機器類販売、電気・通信用
機器類販売、電子計算機類販売、精密機
器類販売、医療用機器類販売、事務用機

326 H30.2.8 川口印刷工業㈱
代表取締役社長
斎藤　誠

青森営業所長
田村　武

青森営業所
青森市青柳１－１６－３
木村ビル２F

０１７－７２１－６５２０

フォーム印刷の製造、その他印刷類の製
造、図書類の製造、電子出版物類の製
造、紙・紙加工品類の製造、広告・宣伝業
務、写真・製図業務、、情報処理業務、そ

328 H30.2.8  北海道地図㈱　
代表取締役
秋山　一司

所長
山崎　浩資

青森営業所
青森市緑２丁目１２番１号１０２
パルファージュ

０１７－７７７－９１９３

その他印刷類の製造、図書類の製造、電
子出版物類の製造、その他印刷類の販
売、図書類の販売、電子出版物類の販
売、広告・宣伝業務、写真・製図業務、情

334 H30.2.9 ㈱ビジネスサービス
代表取締役社長
山下　雄二

常務取締役支店長
川村　智之

青森支店 青森市大字浜田字豊田１５６番地２ ０１７－７６２－０２３１
家具・什器類販売、一般・産業用機器類販売、電気・通信用機器類の販売、電子計
算機類の販売、精密機器類販売、事務用機器類の販売、事務用品類の販売、情報
処理業務、ソフトウェア開発業務、賃貸借業務、建物管理等各種保守管理業務

345 H30.2.9
 東芝通信インフラシステム
ズ㈱

代表取締役社長
江尻　昌弘

所長
牧田　元孝

東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 ０２２－２１７－３７５０
電気・通信用機器類の販売、電子計算機
類の販売、建物管理等各種保守管理業
務

347 H30.2.9  安全企画㈱
代表取締役
奈良岡　誠

青森市新田２－２５－１３ ０１７－７８２－８５１０
道路標識・道路標識支柱
道路区画線材料・デリネーター

353 H30.2.9  ㈱ゼンリン　
代表取締役
髙山　善司

所長
八尋　正晴

青森営業所
青森市長島２丁目２５番１号
太陽生命青森ビル５階

０１７－７７７－６２６１

フォーム印刷、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品
類、一般・産業用機器類、電子計算機類、広告・宣伝、
写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、
電子出版

354 H30.2.9 日建リース工業㈱
代表取締役社長
関山　正勝

支店長
千葉　裕之

青森南支店 東北町大字大浦字大浦山1-4 ０１７６－５６－３１３７
・物品の販売（家具・什器類、電気・通信用機器
類、事務用機器類、事務用品類）・役務の提供等
（賃貸借）

356 H30.2.9 八戸通運㈱
代表取締役
髙林　秀典

八戸市城下１丁目１番９号 ０１７８－２２－０２０２
運送業務、その他業務（機密書類出張裁処理旅行
業、開通業、倉庫業）

361 H30.2.9 ㈲下北警備会社
代表取締役
工藤　晃司

むつ市金谷１－１７－１３ ０１７５－２２－３８００
交通誘導・施設警備
駐車場誘導・雑踏警備

363 H30.2.9  国際航業㈱
代表取締役社長
土方　聡

所長
竹谷　輝

青森営業所
青森市東造道３丁目６番３号
テーオー小笠原ビル

０１７－７３６－２０４３

その他印刷類の製造、電子出版物類の
製造、その他の製造、その他の印刷類の
販売、電子出版物類の販売、一般・産業
用機器類の販売、電気・通信用機器類の

364 H30.2.13 工藤電気管理事務所
代表
工藤　勝行

野辺地町字中小中野３６－１２ ０１７５－６４－７１８２
自家用電気工作物及び一般用電気工作
物の電気保安管理

365 H30.2.13 愛知時計電機㈱
取締役社長
星加　俊之

所長
瀬戸　邦彦

青森営業所
青森市花園二丁目9番23号
マンション如水106号

０１７－７３８－７５３１
水道メーター、ガスメーター
その他計測機器
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371 H30.2.13
NECキャピタルソリューショ
ン㈱

代表取締役社長
今関　智雄

東北支店長
三沢　康秀

東北支店 仙台市青葉区中央４－６－１ ０２２－２６５－０８０７ H30.4.2
賃貸借（OA機器、情報処理機器、通信機
器、事務用機器、医療機器ほか）

373 H30.2.13  アジア航測㈱ 
代表取締役社長
小川　紀一朗

所長
箱石　剛

青森営業所
青森市古川一丁目21番11号
第二須藤ビル

０１７－７２４－８８７１

印刷、電子出版物、電子・通信用機器
類、電子計算機類、
精密機械、事務用機器類、その他、広告・
宣伝、調査・研究

375 H30.2.13 互光産業㈱　
代表取締役
梅内　利哉

八戸市売市２丁目４－２ ０１７８－２４－１２５６

道路等保安用品、看板・展示品、消防・防
災用品、工業用品、特殊自動車、ゴム・皮
革製品、天幕・旗、繊維製品、バッチ・カッ
プ・記念品、工業用ゴム製品、消防設備

378 H30.2.13 株式会社新印刷興業
代表取締役社長
新　直仁

青森市大字野木字野尻３７－７２８ ０１７－７３９－６４３１

フォーム印刷の製造、その他印刷類の製造、図書類の
製造、電子出版物類の製造、紙・紙加工品類の製造、
事務用品類の製造、フォーム印刷の販売、その他印刷
類の販売、図書類の販売、電子出版物類の販売、紙・

383 H30.2.13 （一社）日本家族計画協会
理事長
北村　邦夫

新宿区市谷田町１－１０
保険会館新館

０３－３２６９－４７２７
印刷、図書類、医療用品、
その他

386 H30.2.13  日興通信㈱
代表取締役
鈴木　範夫

支店長
福士　勝也

青森支店 青森市新田２－２－１６ ０１７－７８３－２５１５

電気・通信用機器類の販売、電子計算機
類の販売、事務用機器類の販売、事務用
品類の販売、ソフトウェア開発業務、賃貸
借業務、建物管理等各種保守管理業務、

387 H30.2.13 青森日野自動車㈱
代表取締役
山内　崇樹

所長
関川　讓

十和田営業所
十和田市大字大沢田字池の平
２９－２

０１７６－２７－３４５０ 車両類の販売、車両整備

389 H30.2.13  広和計装㈱
代表取締役
三浦　幸廣

八戸市大字長苗代字上碇田６－１ ０１７８－２７－１２４５

その他製造(制御盤・分電盤等、各種制御
盤)、一般・産業用機器類の販売、電気・
通信用機器類の販売、電子計算機類の
販売、精密機器類の販売、事務用機器類

391 H30.2.13  ㈲日本防災興業
代表取締役
羽賀　恵

青森市大字新城字山田４１１－１ ０１７－７８７－２１３８
保安・消防用品類、防災設備、消防用設
備保守点検、建物管理等保守管理

393 H30.2.13  ㈱善知鳥防災
代表取締役
荒川　猛

青森市原別二丁目２－１ ０１７－７３６－８０１４

車両類の販売(消防自動車)、電気・通信
用機器類の販売、警察用装備品類の販
売、防衛用装備品類の販売、建物管理等
各種保守管理業務

396 H30.2.13 ㈲青和無線
代表取締役
石倉　悟

青森市大字筒井字八ツ橋６２－２１ ０１７－７１８－５５２８

通信機器（無線機、監視カメラ、遠隔制御
器、自動録音装置）、理化学機器（風向・
風速計、温湿度計、雨量計）カメラ・撮影
（防犯・監視カメラ）

398 H30.2.13  県南清掃㈱
代表取締役
佐藤　正樹

十和田市大字三本木
字野崎４０－３７０

０１７６－２３－４３５１

広告代理、リース・イベント、運搬・輸送、
コンピューター・情報処理、測定・調査・分
析、建物維持管理、人材派遣、産業廃棄
物処理・古物商等、下水道管渠浚渫清掃

400 H30.2.13
富士ゼロックス
システムサービス㈱

代表取締役
勝丸　泰志

支店長
樋口　洋一

営業本部東北支
店

仙台市宮城野区鉄砲町西１番地１４ ０２２－２９２－１３１０

コンピュータ、複写機、デジタル機器、マ
イクロフィルム機器のハード、ソフトの販
売、入出力、編集・加工などを主体とする
情報処理サービス業

403 H30.2.13  北日本化工㈱
代表取締役
坂本　一

八戸市大字市川町字
尻引前山５７－１

０１７８－２８－１５１４
高架水槽清掃、ボイラー・熱源機器、暖
房・給湯システム、水処理薬品・装置、ボ
イラー清掃整備、飲料水貯水槽清掃

405 H30.2.13  青森三菱電機機器販売㈱
代表取締役
林　均

青森市中央１丁目２３－４ ０１７－７３５－７８００

電気機械器具の販売(冷熱機器製品、産
業用機器製品、受変電設備製品、電子機
器製品、昇降機製品、OA関連機器製品、
その他製品)、医療・計測機械器具の販

407 H30.2.13
マルマンコンピュータサー
ビス㈱

代表取締役
長内　睦郎

弘前市宮川３－５－２ ０１７２－３３－５１６６
電子計算機類の販売(パソコン・OA機
器)、情報処理業務、ソフトウェア開発業務
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410 H30.2.13  エイ・スィーサービス㈱
代表取締役
村林　陽一

青森市問屋町一丁目１２番２号 ０１７－７３８－７７８８
セクショナルボイラー類、温水・真空式温
水ボイラー類、ボイラー水処理薬品、ポン
プ類、自動制御機器類、空調機器類

411 H30.2.13 Y&I株式会社
代表取締役
五十嵐　達夫

三沢市岡三沢8丁目102番地2
サニーサイトB号

０１７６－５８－７９２０

衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プ
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、図書
類、電子出版物類、紙・紙加工品類、家

419 H30.2.14 佐川急便㈱
代表取締役
荒木　秀夫

北東北支店長
岩崎　隼人

北東北支店 盛岡市流通センター北１－３２－３ ０１９－９０８－２２２０ H30.4.1
運送業務(一般貨物運送、宅配便、メール
便、特定信書便、美術品輸送、引っ越し、
その他)

423 H30.2.14 ワタキューセイモア㈱
代表取締役社長
村田　清和

所長
長山　雄一

八戸営業所 八戸市松ヶ丘６－２ ０１７８－２８－８１２１

衣服・その他繊維製品類の販売、家具・
什器類の販売、事務用機器類の販売、そ
の他機器類の販売、医薬品・医療用品類
の販売、事務用品類の販売、賃貸借業

426 H30.2.14 東日本漏水調査㈱
代表取締役
尾形　利美

山形県米沢市窪田町藤泉１４４６－１ ０２３８－３７－５５２８ 漏水調査

428 H30.2.14  ㈱根城グリーン建設
代表取締役
山下　英夫

八戸市西白山台六丁目9番21号 ０１７８－２７－６７３３ 植木・種苗、肥料、園芸用品の販売等

432 H30.2.14  ㈱マルゼン
代表取締役
渡辺　恵一

所長
飯田　雅孝

青森営業所
青森市緑１－９－１０
コーポパレスＡ１０１号

０１７－７３４－８２１１

業務用厨房機器の製造販売、業務用総
合厨房システム設計・請負・施工・保守、
管工事の設計・請負・施工、厨房機器及
び調理機器の輸出・販売、損害保険代理

433 H30.2.14 ヤンマーアグリジャパン㈱
代表取締役
増田　長盛

支店長
高山　明人

野辺地支店 野辺地町字鳴沢５０ー２３ ０１７５－６４－４５１６
車両類の販売（農業機械（トラクター、コン
バイン等））

436 H30.2.14  ㈱トーケミ
代表取締役
細谷　一彦

所長
正木　英明

仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡３－１１－６ ０２２－２９７－２３７１
上下水道用ろ過材、水処理用機器・装置
類、水道施設工事、管工事、機械器具設
置工事

439 H30.2.14 ㈱相互防災社
代表取締役
奥谷　正

青森市茶屋町１１－１３ ０１７－７１８－２６８０
消防用機器類、保安用品・用具
ポンプ車、消防用設備保守点検

442 H30.2.14  ㈱タクマテクノス　
代表取締役社長
辻　一徳

東京都中央区日本橋本町１－５－６
第１０中央ビル

０３－３２３１－２９１３
その他の販売(工業用薬品)、その他の業
務(環境衛生施設の維持管理運営)

444 H30.2.14
青森三菱ふそう自動車販
売㈱

代表取締役
佐々木　眞

所長
伊賀　弘明

青森営業所
むつ出張所

むつ市大平町３番３号 ０１７５－２４－２１２１ 車両類の販売、車両整備

449 H30.2.15 三八五観光㈱
代表取締役社長
泉山　裕

支店長
奥瀬　義人

むつ支店 むつ市小川町２丁目３－３２ ０１７５－２２－１１８８
・役務の提供(旅行代理店、ホテル等の手
配等）　　　　　　　・物品の販売（ＪＲ券、航
空券、旅館、クーポン券）

452 H30.2.15 ㈲青森消防設備
代表取締役
千葉　進

青森市赤坂１丁目２番２号 ０１７－７４１－１１５０

各種消防自動車、各種消防・防災用品、
消火器具、避難器具、火災報知器具、ガ
ス検知器、警報設備、消防設備保守点検
業務、消防設備工事業務

453 H30.2.15 ㈱クリーンサービス青森
代表取締役
成田　理

青森市大字横内字亀井８－１ ０１７－７２８－２０１１
建物清掃・管理、貯水槽清掃、警備・受付
等、害虫駆除、賃貸業務、電気・冷暖房
等設備保守、消防設備、日用雑貨

455 H30.2.15  ㈱西田組
代表取締役社長
西田　文仁

青森市大字荒川字柴田１０２－１ ０１７－７３９－２０２５
骨材・舗装材・配管洗浄・下水道等清掃・点検、道
路・公園・側溝等清掃、産業廃棄物収集・運搬・処
理
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457 H30.2.15 ホシザキ東北㈱
代表取締役
丸山　曉

所長
田口　亮

むつ営業所 むつ市下北町１０－３ ０１７５－２２－２８４０

その他機器類の販売、その他の業務、製氷機・冷凍冷
蔵庫・食器洗浄機・電解水生成装置・温冷配膳車・プレ
ハブ庫・給茶機・ショーケース・牛乳保管庫・食器消毒
保管庫・温冷カート・電子レンジ

459 H30.2.15 マイクロセンター㈱
代表取締役
栗橋　淳

八戸市小中野二丁目１６－４ ０１７８－４５－９０６１

写真・製図業務(製図・複写、マイクロフィ
ルム作成)、情報処理業務(データベース
作成)、その他業務(速記・議事録作成、図
書整理)

461 H30.2.15 佐藤電気管理事務所
代表
佐藤　則夫

東北町大字上野字山添
２４－４

０１７６－５６－５０２８ 建物管理等各種保守管理

464 H30.2.15  ㈱青工
代表取締役
下池　重義

支店長
天間　一男

十和田支店
十和田市大字三本木字稲吉
１３－５２

０１７６－２３－７２７１

ゴム・皮革・プラスチック製品類の販売、窯
業・土石製品類の販売、非鉄金属・金属
製品類の販売、車両類の販売、その他輸
送・搬送機械器具類の販売、家具・什器

470 H30.2.15 富士商事㈱
代表取締役
峯田　正浩

所長
山内　明彦

青森営業所 青森市第二問屋町三丁目２４番１号 ０１７－７３９－５３１９

衣服・そのほか繊維製品類の販売、図書
類、教材類の販売、電子出版物類の販
売、精密機器類販売、医療用機器類の販
売、医薬品・医療用品類の販売、事務用

480 H30.2.16  ㈱西衡器製作所
代表取締役
西　秀記

青森市新町２－６－２０ ０１７－７７３－１３１１

家具・什器類の販売、電気・通信用機器
類の販売、精密機器類の販売、事務用機
器類の販売、事務用品類の販売、賃貸借
業務、その他業務(各種計測機器保守点

481 H30.2.15 (株)アール・エー・サービス
代表取締役
石澤　淳

青森市佃１丁目2-11 017-743-8686

デザイン印刷・その他日用雑貨・イベント
の企画設営・公告代理、旅行斡旋・映画、
ビデオ、公告製作・掲示板、看板等作成
設置（道路標識除く）・事業計画の立案作

484 H30.2.15 (株)青森共同計算センター
代表取締役
今　英己

青森市第二問屋町3-10-26 017-771-1111

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・精密
機器類・事務用機器類・その他息類・事務

485 H30.2.15 トヨタルアンドエフ青森(株)
代表取締役
小野　大介

青森市第二問屋町4-8-32 017-762-1149 自動車修理・自動車用品・その他用品

488 H30.2.16  奥山ボーリング(株)
代表取締役
奥山　信吾

支店長
大室　俊明

青森支店 青森市長島3-10-4 017-735-5757 ・測量・土木・地質

490 H30.2.16 (株)アイ・ティー・ビー
代表取締役
中畑　肇

弘前市大字小比内4-6-16 0172-28-5656 広告宣伝・その他役務

500 H30.2.16 (有)三晃ビルサービスセンター
代表取締役
野坂　雅人

青森市大字大野字若宮33-16 017-729-1471

車両類・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・警
察用装備品類・防衛用装備品類・その他
販売

503 H30.2.16 (株)ケア・テック
代表取締役
餘目　正敏

盛岡市湯沢16地割15番地8 019-638-2877 H30.4.1
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・その他機器類・医
薬品医療用品類・賃貸借

504 H30.2.16 東和レジスターシステム(株)
代表取締役
三戸　義昭

弘前市神田3丁目3-36 017-726-5311 事務用機器類・その他機器類

506 H30.2.16 柾木工業(株)
代表取締役
柾木　隆弘

支店長
山﨑　慶祐

東京支店 東京都千代田区内幸町1-3-3 03-6206-6900 建物管理等各種保守管理

508 H30.2.16  水ing(株)
代表取締役
水谷　重夫

所長
田中　誠

青森営業所 青森市本町1丁目2-20青森柳町ビル 017-777-0745
一般産業用機器類・その他機器類・賃貸
借・建物管理等各種保守管理
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510 H30.2.16  理化学(株)
代表取締役
川崎　肇

支店長
大友　哲也

仙台支店 仙台市青葉区北目町1-18 022-211-7001 その他（浄水施設設備機器の保守点検）

512 H30.2.16  (株)ナカノアイ・システム
代表取締役
坂井　浩

所長
大内　弘

青森営業所 弘前市大字駅前町6-15 0172-31-3391

フォーム印刷・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・事務用品
類・土木建設建築材料・写真製図・調査

516 H30.2.16  (株)日立国際電気
執行役社長
佐久間　嘉一郎

支社長
加藤　正美

東北支社 仙台市青葉区中央4丁目6-1 022-723-1800

業務用簡易業務用無線機・防災行政無
線システム・公共業妙デジタル無線システ
ム・官公庁むけ各種通信システム・防災情
報システム・消防無線システム・DSRC無

518 H30.2.16 (株)テクノル
代表取締役
千葉　哲也

八戸市大字廿三日町2 0178-47-8311

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・その
他販売・公告宣伝・情報処理・ソフトウェア
開発・賃貸借・電子出版・その他役務

522 H30.2.16 みちのくリース(株)
代表取締役
屋崎　哲

青森市橋本1丁目4-10 017-776-2355 賃貸借

524 H30.2.16  NECフィールディング(株)
代表取締役
中江　靖之

青森支店長
佐藤　克美

青森支店 青森市本町１丁目2-20 017-735-8501
電気通信用機器類・電子計算機類・その
他販売・情報処理・建物管理等各種保守
管理

525 H30.2.16 NTTファイナンス(株)
代表取締役社長
坂井　義彦

支店長
生島　靖識

東北支店 仙台市青葉区国分町3丁目1-2 022-266-3211 賃貸借

526 H30.2.16 辻・本郷税理士法人
代表社員
徳田　孝司

東京都新宿区西新宿1丁目25-1
新宿センタービル31F

03-5323-3311 その他役務

529 H30.2.19
(株)ベネッセコーポレーショ
ン

代表取締役
鈴木　光子

本部長
春名　啓紀

初等中等教育
事業本部

岡山市北区南方3丁目7-17 086-225-1100 調査研究・その他役務

532 H30.2.19 (株)日興薬品
代表取締役
佐々木　敬司

十和田市大字伝法寺字蒼前堂36 0176-28-2422 建物管理等各種保守管理・その他買受け

535 H30.2.19
MMCダイヤモンドファイナ
ンス(株)

代表取締役
山本　嘉明

リース営業部長
坂内　洋一

リース営業部 東京都港区5丁目34-6 0120-989-651 賃貸借

537 H30.2.19 地中エンジエアリンク(株)
代表取締役
石川　鉚輔

所長
内海　誠一郎

東北営業所 仙台市青葉区本町1丁目12-12 022-716-2671 調査研究・その他（漏水調査）

539 H30.2.19 (株)エービッツ
代表取締役社長
村中　満

青森営業所長
村中　満

青森市新町2-6-25 017-777-3553
事務用消耗品類・事務用機械器具類・印
刷製本・教材教具

540 H30.2.19 (株)ライズファクトリー
代表取締役
戸田　その子

東京都江東区住吉2丁目25-2 03-5624-0095 その他印刷類・図書類

541 H30.2.19 (株)データホライゾン
代表取締役
内海　良夫

営業担当役員
西田　洋一

東京本社 東京都文京区後楽1丁目5-3 03-3868-2285 その他印刷類・情報処理・その他役務

542 H30.2.19 (株)ヰセキ東北
代表取締役社長
金　福美

所長
渋山　明

天間営業所 七戸町字森ヶ沢310-7 0176-68-2121
トラクター・管理機・田植え機・コンバイン・
刈払機・その他農業用機械器具
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544 H30.2.19  東芝インフラシステムズ(株)
代表取締役社長
秋葉　慎一郎

統括責任者
鈴木　康之

東北支社 仙台市青葉区本町2丁目1-29 022-264-7531
一般産業用機器類・電気通信用機器類・
建物管理用各種保守管理・その他役務

549 H30.2.19  (株)NJS
代表取締役社長
村上　雅亮

所長
岩田　浩一

青森出張所 青森市佃1丁目27-35 017-763-5871 H30.4.1 調査研究・情報処理・ソフトウェア開発

554 H30.2.19  東北藤吉工業(株)
代表取締役
佐藤　泰夫

仙台市若林区蒲町18-1 022-286-4431 建物管理等各種保守管理・その他役務

556 H30.2.19
ALSOKあんしんサポート
(株)

代表取締役
山岸　高広

東京都大田区山王1丁目3-5 03-3773-2021 電気通信用機器類・その他役務

559 H30.2.19
 富士通ネットワーク・ソ
リューションズ(株)

代表取締役社長
岡平　司

東北支店長
沖中　喜光

東北支店 仙台市青葉区中央3-2-23 022-263-6940
電気通信用機器類・電子計算機類・事務
用機器類・情報処理・ソフトウェア開発・建
物管理等各種保守管理

560 H30.2.19 東洋シルバーサービス(株)
代表取締役
木村　純

青森市中佃3-7-23 071-743-4848 医療用機器類・その他機器類・賃貸借

561 H30.2.19 日本環境技研(株)
代表取締役社長
福島　朝彦

東京都文京区小石川5-5-5 03-6912-2311 調査・研究

563 H30.2.19 (株)アイホー
代表取締役社長
寺部　良洋

所長
井口　努

盛岡営業所 盛岡市本宮1-5-22 019-656-5077 厨房機器・食器調理用品類

565 H30.2.19 山王(株)
代表取締役
深水　弘一

営業所長
坂本　友和

関東営業所 埼玉県熊谷市三ケ尻3072 048-594-9146 アスファルト合材

567 H30.2.19  (株)東酸
取締役社長
葛西　信二

所長
古林　勝義

野辺地営業所 野辺地町字切明15-4 017-736-2125

衣服その他繊維製品類・ゴム皮革プラス
チック製品類・非鉄金属金属製品類・車
両類・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

570 H30.2.19  (株)パスコ
代表取締役
古川　顕一

支店長
長島　功明

青森市支店 青森市長島2-13-1 017-723-1940

その他印刷類・図書類・電子出版物類・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・警察用装

572 H30.2.19  (株)京谷電気
代表取締役社長
高橋　誠

八戸市北白山台2-8-23 0178-27-6303 一般産業用機器類・電気通信用機器類・建物管理等各種保守管理

576 H30.2.19 エスティイー(株)
代表取締役
加藤　光男

支店長
中村　司

むつ支店 むつ市大曲3-6-18 0175-23-2338

衣服その他繊維製品類・ゴム皮革プラス
チック製品類・非鉄金属金属製品類・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

580 H30.2.20 (株)O-SSD
代表取締役
種市　安彦

むつ市大湊新町38-11 0175-31-0162

事務教育用品類・電気機械器具・機械器
具・医療計測機械器具・福祉用品・繊維
製品・車両・インテリア用品・資材・日用雑
貨・

583 H30.2.20 前澤給装工業(株)
代表取締役
山本　春紀

所長
坂井　晋也

青森営業所 青森市堤町2-1-7 017-773-3158 その他分品の製造販売

586 H30.2.20  和井田電業(株)
代表取締役
和井田　泰夫

八戸市石堂1-1-25 0178-28-0931
ポンプ発電機・電動工具・電気制御機器・
電気設備保守
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588 H30.2.20  エイト技術(株)
代表取締役
佐藤　富夫

八戸市城下2-9-10 0178-47-2121 ・測量・建築・土木・地質・補償・その他

589 H30.2.20 中部上北清掃(株)
代表取締役
藤嶋　崇

東北町大字新舘字八幡54-5 0176-62-9520 建物管理等各種保守管理・その他役務

590 H30.2.20 (株)青森電子計算センター
代表取締役
葛西　義明

青森市字三内字丸山393-270 017-761-5303

フォーム印刷・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・
医療用機器類・事務用機器類・事務用品
類・その他販売・情報処理・ソフトウェア開

591 H30.2.20 (有)林田スポーツ
代表取締役
林田　寛幸

東北町字塔ノ沢山66-1 0175-63-3685 教材教具・体躯用品器具・標識テント看板

596 H30.2.20  日本電気(株)
代表取締役執行
役員社長
新野　隆

青森支店長
茂木　広矛

青森支店 青森市長島2-10-3 017-776-9191
電気通信用機器類・電子計算機類・情報
処理・ソフトウェア開発

600 H30.2.20  (株)沖電気カスタマアドテック
代表取締役
毛利　誠二

支社長
岡部　憲幸

東北支社 仙台市宮城野区日の出町1-1-21 022-782-3801
サプライ商品・オフィス用品・システムネッ
トワーク機器・金融機器・通信機器・オリジ
ナル商品・役務・その他役務

601 H30.2.20
新明和アクアテクサービス
(株)

代表取締役
島坂　忠宏

所長
川嶋　忠

青森ステーション青森市桂木4-4-4 017-721-3500
その他ピンプ等水処理関連k息及び部
品・その他ポンプ等水処理機器の保守修
理

602 H30.2.20 (株)NTTドコモ
代表取締役社長
吉澤　和弘

執行役員支社長
藤原　道郎

東北支社 仙台市青葉区上杉1-1-2 022-752-5261 教育関系・通信機器・その他製造販売

607 H30.2.20  クマリフト(株)
代表取締役
熊谷　和哉

支店長
髙坂　満

東北支店 仙台市若林区６丁の目西町1-18 022-288-6000 エレベーター等保守

609 H30.2.20  (有)共和防災
代表取締役
工藤　政徳

青森市松森3-17-13タナカビル１階２
号室

017-765-1911 その他機器類の販売・建物管理等各種保守管理

610 H30.2.20 日本国民食(株)
代表取締役
市川　敏一

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 022-748-1277 その他学校給食調理等業務

613 H30.2.20  ランドブレイン(株)
代表取締役
吉武　祐一

事務所長
黒川　朋広

仙台事務所 仙台市青葉区本町1-12-30 022-716-0633 公告宣伝・調査研究・情報処理

614 H30.2.20 東洋計器(株)
代表取締役
土田　泰秀

所長
相内　鉄也

青森営業所 八戸市東白山台2-35-B102 0178-80-7112 医療計測機械器具

616 H30.2.20  (株)タックエンジニアリング
代表取締役
安野　雅満

盛岡市津志田西2-3-20 019-638-2001
写真製図・調査研究・情報処理・ソフトウェ
ア開発・その他役務

617 H30.2.20 (株)ぎょうせい
代表取締役
成吉　弘次

支社長
山田　真也

東北支社 仙台市青葉区錦町1-6-31 022-222-6552

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・その他
製造販売・公告宣伝・写真製図・調査研
究・情報処理・翻訳通訳速記・ソフトウェア

624 H30.2.21  野口防災システム㈲
代表取締役
浜田　久美子

むつ市若松町5－1 0175－22－5600

消火器、消火薬剤、格納箱、各種消火設
備、簡易自動消火装置、避難器具、避難
設備、誘導灯、誘導標識、バッテリー、自
動火災報知設備、非常警報設備、非常通

13
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627 H30.2.21
（社福）青森県コロニー協
会
青森コロニー印刷

理事長
横内　正秋

青森市字幸畑字松元62－3 017－738－2021 その他印刷類・情報処理

628 H30.2.21 コセキ㈱
代表取締役社長
小関　正剛

営業所長
佐々木　恵美子

青森営業所 青森市問屋町二丁目20－5 017－738－4506
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、その他（検
査試薬等）公告・宣伝、写真・製図、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、その他（医
療機器等の保守等）

634 H30.2.21  ㈱藤林商会
代表取締役
藤林　秀樹

南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲
田295－2

0172－65－2002 調査・研究、その他

636 H30.2.21  フジ地中情報㈱
代表取締役
田村　典行

支店長
田中　利明

北東北支店 盛岡市高松二丁目17－24 019－663－3366
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

637 H30.2.21 ロジスネクストユニキャリア㈱
代表取締役
山口　陽一

センター長
山本　譲二

むつサービスセ
ンター

むつ市大曲二丁目8－64 0175－22－1802
タイヤ・車両用部品、車両点検修理、特殊
車両、その他機械器具、その他賃貸借、

638 H30.2.21 日本通運㈱
代表取締役社長
齋藤　充

支店長
夏坂　佳伸

八戸支店 八戸市八太郎五丁目21－21 0178－20－3040 運送・バス運行

641 H30.2.21 ㈲城栄産業
代表取締役
相嘉　繁男

所長
内田　久義

青森営業所 青森市大字新城字平岡160－650 017－788－3851
消防用品、消防車、保安用品、その他、
道路標識

644 H30.2.21 ㈱アール・エー・ビー企画
代表取締役
鷲尾　正人

青森市第二問屋三丁目2－35 017－739－1671
図書類、電子出版物類、広告・宣伝、電
子出版、その他（テレビ番組・映像制作・
ＤＶＤ制作・町勢要覧政策）

646 H30.2.21  ㈱ウォーターテック
代表取締役
早坂　克浩

支店長
林　直道

北日本支店 仙台市宮城野区榴岡2－2－10 03－3456－0785 H30.4.1
次亜注入ポンプ、紫外線消毒装置、ろ過装置、膜ろ過装置、
水質自動測定装置、次亜吸収剤散布器

652 H30.2.21  ㈱日立製作所
執行役社長
東原　敏昭

支社長
星野　達朗

東北支社
仙台市青葉区一番町四丁目1－25東
二番町スクエア

022－223－0121
一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、情
報処理、ソフトウェア開発

653 H30.2.21 ㈱ワイエス管材
代表取締役
吉田　誠夫

所長
佐藤　裕介

むつ営業所 むつ市若松町13－14 0175－23－8111
窯業・土石制作類、一般・産業用機器類、
土木・建設・建築材料

655 H30.2.21  青森ホーチキ㈱
代表取締役
港　勝治

青森市自由ヶ丘2－16－21 017－743－7170 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、その他

657 H30.2.21  タニコー㈱
代表取締役
谷口　秀一

所長
伊藤　博泰

青森営業所 青森市緑2－6－5 017－721－3771

衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プ
ラスチック製品類、非金属類・金属製品
類、その他輸送・搬送機械器具類、家具・
什類、一般・産業用機器類、その他機器

659 H30.2.21  日東イシダ㈱
代表取締役社長
鍋島　功

所長
斉藤　和彦

八戸営業所 八戸市大字新井田字小久保尻16－1 0178－30－1175 計量・計測機器、その他、ごみ処理施設維持等、運転管理

661 H30.2.21  ㈱吉田産業
代表取締役
吉田　誠夫

支店長
西村　機弥

十和田支店 十和田市元町西二丁目1－13 0178－20－3125
家具・什器類、精密機器類、土木・建設・
建築材料、その他（気象情報の提供）

668 H30.2.22
 南部シビルコンサルタンツ
㈱

代表取締役
戸来　敏夫

十和田市東五番町7－1 0176－22－9575 写真・製図、調査・研究、情報処理
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670 H30.2.22  北日本計装㈱
代表取締役
千田　秀一

八戸市城下1－18－3 0178－51－8773
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

674 H30.2.22  ㈱伊藤鉱業
代表取締役社長
増田　教正

つがる市木造若竹13 0173－42－2279

印刷、フォーム印刷、特殊印刷、複写業
務、建物清掃、電気・冷暖房保守、警備・
受付等、通信施設保守、ボイラー清掃、エ
レベーター保守、浄化槽清掃、貯水槽清

677 H30.2.22 山二システムサービス㈱
代表取締役
西村　幸彦

所長
浦瀧　剛二

青森営業所 青森市古館一丁目12－10 017－741－1384
電子計算機類、医療用機器類、情報処
理、ソフトウェア開発

678 H30.2.22 谷川環境衛生開発㈱
代表取締役社長
谷川　聡

むつ市新町41－1 0175－22－2659

浄化槽保守点検及び清掃業、産業廃棄
物収集運搬業、下水道処理施設運転管
理、下水道管路施設清掃及びカメラ調査
等、農業集落排水施設維持管理、漁業集

679 H30.2.22 ㈱シバタ医理科
代表取締役
阿部　隆夫

所長
山口　誠一郎

青森営業所 青森市南佃一丁目14－10 017－743－3322
衣服・その他繊維製品類、家具・什器類、
精密機器類、医療用機器類、その他機器
類、医薬品・医療用品類、賃貸借、その他

681 H30.2.22  ㈱環境工学
代表取締役社長
齋藤　悟

弘前市城東中央3－4－17 0172－28－2161
環境測定、環境調査、交通量調査、その
他

683 H30.2.22  ナブコシステム㈱
代表取締役社長
山村　望

支店長
黒川　啓則

青森支店 青森市西大野5－7－8 017－762－7253 建物管理等各種保守管理、その他

688 H30.2.22  ㈱河原木電業
代表取締役
河原木　督悦

八戸市江陽2－11－13 0178－45－2100
電気・通信用機器類、建物管理等各種保
守管理

689 H30.2.22 東北緑化環境保全㈱
代表取締役
馬場　壽恵

支社長
渡邊　靖

八戸支社 八戸市大字河原木字宇兵工河原1－1 0178－43－3976
大気検査、水質検査、土壌分析、騒音レ
ベル、放射線測定、作業環境、室内環境
測定、剪定、草刈、その他

697 H30.2.22  ㈱アークネットワークサービス
代表取締役
白取　隆志

青森市栄町一丁目12－4 017－742－6000
電気・通信用機器類、その他機器類、そ
の他

698 H30.2.22 セコム㈱
代表取締役社長
中山　泰男

東京都渋谷区神宮前一丁目5－1 0175－22－7811
医療用機器類、その他機器類、建物管理等各種保守管理、そ
の他

703 H30.2.22  北日本通信㈱
代表取締役
瀬川　純

盛岡市本町通3－20－6 019－652－5000

電機・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、防衛用装備品類、広告・宣伝、ソフト
ウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保

706 H30.2.22
 パナソニックＥＳエンジニア
リング㈱

代表取締役
黒川　昭隆

支店長
藤澤　武

北海道・東北支
社

仙台市青葉区一番町四丁目1－25 022－225－5819
通信整備保守・空調保守・弱電気製品・
電気整備機器・情報処理機器・通信機
器・その他

708 H30.2.23 ㈱佐々木隆蔵商店
代表取締役
田中　勝彦

八戸市江陽四丁目8－18 0178－22－5101
消防ホース、消防ポンプ、消火器、消防被
服、靴類、防災用品、消防設備保守

709 H30.2.23 環境技術㈱
代表取締役
倉成　諭

八戸市八太郎六丁目12－4 0178－20－2666

高架水槽清掃、給水タンク清掃、配水管
清掃、地下タンク及び埋設配管漏洩検
査、浄化槽保守、配管洗浄・下水道等清
掃・点検、道路・公園・側溝等清掃、産業

715 H30.2.23  エヌエス環境㈱
代表取締役
浅野　幸雄

支店長
菊池　盛康

青森支店 青森市大字浜田字玉川347 017－739－0451

各種測定・検査・調査研究等、情報処理・
情報サービス等、建物管理等各種保守管
理、機器等、消毒剤・殺虫剤・試薬類な
ど、その他
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717 H30.2.23 日産プリンス青森販売㈱
代表取締役
伊藤　一隆

店長
山田　徳明

下北店 むつ市仲町14－1 0175－22－1441 自動車販売、自動車修理、自動車用品

718 H30.2.23 北沢産業㈱
代表取締役
尾崎　光行

所長
対馬　孝幸

青森営業所 青森市勝田二丁目4－1 017－77－1876 その他機器類

722 H30.2.23  ㈲大昇運輸
代表取締役
大坂　陽一

十和田市大字八斗沢字八斗沢191 0176－27－3055 窯業・土石製品類、運送、その他

725 H30.2.23 コマツ建機販売㈱
代表取締役
三浦　和明

所長
越田　繁人

むつ営業所 むつ市南赤川町15－16 05－3486－7045
車両類、一般・産業用機器類、警察用装
備品類、防衛用装備品類、車両整備、防
衛用装備品類の整備、その他

728 H30.2.23  昱機電㈱
代表取締役
中川　崇

所長
立臼　克美

青森営業所 青森市大字筒井字八ッ橋73－8 017－738－1311
一般・産業用機器類、電気・通信用機器
類、その他機器類、その他

737 H30.2.22 リコージャパン㈱
代表取締役
松石　秀隆

部長
田中　弘輝

青森支社 青森市第二問屋町3－5－37 017－739－1421

事務用品、事務用機器、特殊事務用機
器、電気設備機器、情報処理機器、通信
機器、空調用機器、光学用機器、時計・カ
メラ、電算処理業務、ソフトウェア開発、Ｏ

741 H30.2.23  ㈱清掃テクノサービス
代表取締役
工藤　義弘

八戸市城下4－12－5 0178－43－1578

浄化槽維持管理清掃、分離槽及汚水桝
等清掃、廃棄物収集運搬処理、下水道Ｔ
Ｖカメラ調査、下水道管渠清掃、道路・側
溝水路等清掃、貯水槽保守点検・清掃、

743 H30.2.23  ㈱清掃センター
代表取締役
笹垣　大蔵

八戸市城下4－12－5 0178－43－1829

浄化槽維持管理清掃、廃棄物運搬及汚
水桝等清掃、下水道管渠修繕更正工事、
下水道ＴＶカメラ調査、下水道管渠清掃、
道路・側溝水路等調査、貯水槽保守点

744 H30.2.23
農業生産法人下北カンブリ
ア農場㈱

代表取締役
沖二　明宏

むつ市新町37－18 0175－22－7220

文具・事務用機器類、図書類、文化・体育
用品類、家具・鋼製什器類、家庭用電気・
通信機器類、産業用電気・工作機器、理
化学機器類、医療・介護機器類、車両

746 H30.2.23 材㈱
代表取締役
淨法寺　朝生

三沢市大町二丁目4－7 0176－51－4544
公告・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

748 H30.2.23 エーワン保全㈱
代表取締役
松橋　幸治

つがる市富萢町屏風山1－1115 0173－69－5311 建物管理等各種保守管理、その他

751 H30.2.23 ㈱東北議事録センター
代表取締役
花角　潤一

仙台市宮城野区東仙台一丁目18－21 022－252－7456 情報処理、翻訳・通訳・速記

755 H30.2.23  美和電気工業㈱
代表取締役社長
大槻　幸雄

所長
工藤　隆広

六ヶ所営業所 六ヶ所村大字尾駮字野附210－1 0175－72－4800

紙・紙加工品類、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、防衛用装備品類、ソフトウェ

757 H30.2.23  大成機工㈱
代表取締役社長
鈴木　仁

東北支店長
齋　徳夫

東北支店 仙台市青葉区花京院二丁目1－65 022－263－4041 土木・建設・建築材料

759 H30.2.23 ㈱ＪＥＣＣ
取締役社長
細野　哲弘

専務取締役
村上　春生

本社 東京都千代田区丸の内三丁目4－1 022－723－2480 情報処理、賃貸借、その他

760 H30.2.23 ㈲工藤ポンプ
代表取締役
工藤　兼義

弘前市大字高崎一丁目6－6 0172－26－0281
車両類、建物管理等各種保守管理、その
他
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763 H30.2.23  東日本ライナー㈱
代表取締役社長
三上　亮人

青森市大字新城字山田１９３－３ ０１７－７８８－８８９０

物品（看板、標識、保安用品、融雪剤、防塵剤、塗料）、
土木建設機械、車両、仮設材リース、その他リース（保
安用品）　、イベント（地鎮祭等）、規制機材設置・撤去
業務、道路標識保守点検業務

765 H30.2.23  NECネッツエスアイ㈱
代表取締役
牛島　祐之

所長
大野　豪司

青森営業所 青森市本町１丁目２番２０号 ０１７－７３５－１３７１

・物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類、その他）・役務の提供（ソフト
ウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保
守管理）

771 H30.2.26  ㈱中西製作所　
代表取締役
中西　昭夫

所長
堀　大輔

青森営業所
青森市大野字若宮
１５７－４－１０２号

０１７－７６２－７５８１

業務用厨房機器一式（洗浄機器・消毒機
器・調理機器・加熱機器・冷却機器・炊飯
システム・炊飯機器・シンク類・サニタリー
関連機器・什器備品）

772 H30.2.26 第一物産㈱
代表取締役
冨樫　藤和

支店長
千島　文明

八戸支店 八戸市八太郎５丁目２１番３号 ０１７８－２８－３３２５

無機化学薬品、有機化学薬品、合成樹
脂、ガス溶剤、非鉄金属、機械設備資材、
水処理メンテナンス、石油製品、分析計
器、産廃処理、トータルサニテーション

773 H30.2.26 ㈱シンク
代表取締役社長
林　均

青森市中央１丁目２３番４号 ０１７－７７７－８８３１

物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類、事務用機器類）、役務の提供
（情報処理、ソフトウェア開発、その他(情
報処理機器の保守点検修理等)）

776 H30.2.26  ㈱東北ターボ工業
代表取締役
生内　一晶

盛岡市下太田田中１－２ ０１９－６５８－１１１３

物品の製造（建設資材、建設機器リー
ス）、役務の提供（建物清掃、給水設備清
掃、上下水道施設清掃、道路施設清掃、
その他、産業・特別廃棄物収集運搬、産

777 H30.2.26 エクナ㈱
代表取締役
佐藤　久

盛岡市中央通１丁目６番３０号 ０１９－６５２－３０００

物品製造（地方自治体向けソフトウェア、
複合機、プリンタ等、印刷機、プロジェク
タ）、役務の提供（ソフトウェア開発、電算
処理、レンタル、地方自治体向けソフト

780 H30.2.26 ㈱サンアメニティ
代表取締役
吉澤　幸夫

所長
天野　浩

八戸営業所 八戸市大字中居林字綿ノ端３８－５ ０１７８－７１－８４８４

役務の提供（清掃、警備、受付、電話交
換、飲料水貯水槽維持管理・清掃、環境
衛生、用務員、宿日直、窓口業務、給食・
食堂・食器洗浄、警備業務、サービス業

782 H30.2.26 下北環境保全㈱
代表取締役
菊池　陽子

むつ市横迎町１丁目１１番７号 ０１７５－２２－１８３４

物品の販売（一般・産業用機器類、その他機器類、その
他）、役務の提供（建物管理等各種保守管理、一般し尿
収集運搬、浄化槽維持管理及び清掃業、貯水槽清掃
業、産業廃棄物収集運搬、建築物排水管清掃業、下水

784 H30.2.26  大成産業㈱　
代表取締役
長谷川　武哉

青森市大字浜田字玉川２６２－９ ０１７－７３９－９３１１

物品の販売(車両類、セメント・砂、コンク
リート２次製品、アスファルト資材、土木建
設資材、農業用資材、建築材料、鋼材、
木材、骨材、舗装材、道路標識、その他

786 H30.2.26  東海リース㈱
代表取締役
坂本　博亮

支店長
山本　憲

仙台支店 仙台市青葉区中央４－１０－３ ０２２－２２５－５１０１
賃貸借（仮設建物リース、ユニットハウス
リース、備品リース、複合機（複写機）リー
ス、空調機リース、仮設トイレリース）

788 H30.2.26  ㈱北日本ウエスターン商事
代表取締役
佐々木　克郎

仙台市宮城野区扇町３ー９ー１０ ０２２－２８６－１１３７

役務の提供（調査研究、建物管理棟各種
保守管理、産業廃棄物収集運搬、特別管
理産業廃棄物収集運搬、建築物飲料水
貯水槽清掃業、建築物空気調和用ダクト

790 H30.2.26  日成ビルド工業㈱
代表取締役
森岡　篤弘

所長
田村　元樹

青森営業所
青森市栄町１丁目１２番４号
アークネットワークサービスビル２F

０１７－７６５－６７７１ 役務の提供（賃貸借（仮設材リース））

791 H30.2.26 ㈱東京堂
代表取締役社長
内田　征吾

むつ市小川町１丁目６番１号 ０１７５－２２－３２４１

物品の販売（事務用品、事務用機器、特
殊事務用機器、スチール製品、印判、教
材、模型、スポーツ用品、文化用品、遊
具、弱電気製品、電気設備機器、情報処

793 H30.2.26  ㈱みどり
代表取締役
岡田　寛紀

十和田市大字相坂字高清水
７８－４５５

０１７６－２３－９１９９
物品の販売（土木・建設・建築材料）、役
務の提供（運送、産業廃棄物処分等）、物
品の買受け（古物）

798 H30.2.26  菱光リフト東北㈱
代表取締役
木村　慎一郎

宮城県仙台市泉区加茂３丁目１６ー８ ０２２－３７８－５７３３

役務の提供（建物保守管理（エレベー
ター保守点検・修理及び改修、小荷物専
用昇降機保守点検・修理及び改修、椅子
式階段昇降機保守点検・修理及び改修、
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受　付 建　設　業　等　の　種　類番号 会　　社　　名 代　表　者　名 支店等名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 許　可　区　分

800 H30.2.26 奥羽特装販売㈱
代表取締役
笹垣　大蔵

八戸市城下４丁目１２番５号 ０１７８－２０－３９９５

物品の販売（ゴム・皮革・その他繊維製品
類、燃料類、医療用機器類、その他医療
用機器類、医薬品・医療用品類、介護機
器・用品、介護器具・介護用品、消防用

801 H30.2.26 北新機材㈱
代表取締役
中村　昭芳

むつ市横迎町２丁目２１番地１２号 ０１７５－２２－８５４０

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、
非鉄金属・金属製品類、車両類、その他
輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一
般・産業用機器類、精密機器類、事務用

802 H30.2.26 ㈱東北漏水
代表取締役
薄井　博武

仙台市太白区長町８－１１－２５ ０２２－２４７－８３４６
役務の提供（調査・研究、上水道漏水調
査）

805 H30.2.26 フジテコム㈱
代表取締役
森山　慎一

支店長
齋藤　芳則

北日本支店 仙台市青葉区本町１丁目１２－１２ ０２２－２２２－２０１１

物品の販売（精密機器類）、役務の提供
（調査・研究）、監視システム、埋設物探
知、漏水調査、水圧調査、水量・水質水
位測定、流方向測定、管工事、非破壊検

806 H30.2.26 ㈱シルバーサービス
代表取締役
木村　晃

むつ市横迎町２－９－１３ ０１７５－２２－９５１１
物品の販売（医療用機器類、医療用品
類、介護用品）、福祉用具、介護用品、住
宅改修

808 H30.2.26  ㈱菊池住設
代表取締役
菊池　一幸

むつ市大字関根字北関根２６ ０１７５－２５－２０１９ 役務の提供（建物管理等各種保守管理、その他）

814 H30.2.26 ㈱町田アンド町田商会
代表取締役
町田　才之丞

弘前市大字境関字西田２８－1 ０１７２－２６－１７００
物品の販売（医療用機器類、医療品・医
療用品類、介護用品、農業資材）

815 H30.2.26
青森県消防防災設備管理
協同組合

代表理事
石川　義光

青森市大字大野字金沢５番地の５６ ０１７－７６２－２０１２
物品の販売（消防用品、防災設備）、役務
の提供（消防設備保守、その他保守）

816 H30.2.26 ㈲青森防災
代表取締役
盛　啓吾

青森市大字浪館字泉川２３番地３５ ０１７－７３９－０３７３
物品の販売（消防用品、防災設備）、役務
の提供（消防設備保守、その他保守）

817 H30.2.26 ㈱現代けんこう出版
代表取締役
砂田　昌彦

東京都墨田区両国１丁目１２番８号 ０３－３８４６－１０８８

物品の製造（その他印刷類、図書類）、物
品の販売（その他印刷類、図書類）、役務
の提供（調査・研究、特定保健指導事業
などの企画・運営、介護保険ガイドブック・

820 H30.2.26  ㈱東晴
代表取締役
雪田　清紀

青森市第二問屋町３丁目２番６号 ０１７－７３９－７０８８

防災無線、行政無線、運行管理システ
ム、その他通信システム、空中線型式各
種アンテナ、ハンディアンテナ、受信電源
機器、特定小電力トランシーバー、共同受

821 H30.2.26 ㈱山健
代表取締役
工藤　雅生

所長
五十嵐　忠吾

青森営業所 青森市第二問屋町４丁目９番３号 ０１７－７３９－４３００
物品の販売(ヒューム管、推進管、側溝、
側溝蓋、境界杭)

824 H30.2.26  扶桑電通㈱
代表取締役
児玉　栄次

所長
水木　敏彦

青森営業所
青森市長島２丁目１３番１号
AQUA青森スクエアビル

０１７－７７５－２０３１ H30.4.1

物品の販売（紙・紙加工品類、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）、
役務の提供（情報処理、ソフトウェア開

827 H30.2.26 ㈲丸栄消機
代表取締役
天内　幹夫

青森市栄町１丁目１２番１号 ０１７－７４２－１１８６

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・プラスチック製品類、非鉄金属・
金属製品類、車両類、その他輸送・搬送
機械器具類、一般・産業用機器類、電気・

831 H30.2.27  太平ビルサービス㈱
代表取締役会長
兼社長
狩野　伸彌

営業所長
山本　幸一

六ヶ所営業所
六ヶ所村大字尾駮字家ノ前
１－１０６－２０３

０１７５－７２－４５５１

物品の販売（その他機器類、その他、消
防用機器、防災用用品類、日用雑貨、清
掃用品、包装用資材、電気機器、電気機
器部品）、役務の提供（建物管理等各種

832 H30.2.27 青森三菱自動車販売㈱
代表取締役
佐々木　聡

店長
川崎　透

むつ店 むつ市大平町３番３号 ０１７５－２４－１２５７

物品の販売（車両類）、役務の提供（車両
整備）、三菱自工製自動車の販売・整備、
スズキ製自動車の販売・整備、三菱純正
部用品、スズキ純正部用品、油脂類他、
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833 H30.2.27 ㈱三沢警備保障
代表取締役
佐々木　仁

三沢市大字三沢字下夕沢８３番地１３６ ０１７６－５３－６３６４
物品の販売（電気・通信用機器類）、役務
の提供（建物管理等各種保守管理）

834 H30.2.27 ㈲サニタ環境
代表取締役
浅木　悦治

青森市大字高田字川瀬２３８－８ ０１７－７２９－０６５３

役務の提供（建物管理等各種保守管理
（貯水槽清掃、埋設管等清掃、昆虫等防
除、室内の空気環境測定、しろあり駆除、
毛虫駆除、スズメバチ駆除、厨房ダクト洗

837 H30.2.27
㈱内田洋行ＩＴソリューショ
ンズ

代表取締役
新家　俊英

東北支店
青森営業所長
小林　義雄

東北支店
青森営業所

青森市古川２－２０－３
朝日生命青森ビル７Ｆ

０１７－７７７－３４６１

物品の販売（家具・什器類、電子計算機
類、事務用機器類、事務用品類）、役務
の提供（情報処理、ソフトウェア開発、賃
貸借）

840 H30.2.27  ㈱産業公害・医学研究所
代表取締役
野田　眞治

分室長
端　洋志

八戸分室 八戸市大字河原木字浜名谷地７６ ０１７８－２８－９４２４

役務の提供（調査・研究、その他(環境測
定分析、大気、水質分析調査、水道水質
検査、土壌検査、騒音振動調査、作業環
境測定、放射能分析、アスベスト調査、ダ

841 H30.2.27 東北エア・ウォーター㈱
代表取締役
高橋　稔

支店長
細越　治彦

青森支店 八戸市北インター工業団地２ー１ー５０ ０１７８－２０－３１０１

物品の製造（医薬品・医療用薬品類）、物
品の販売（一般・産業用機器類、医療用
機器類、医薬品・医療用品類、その他、酸
素濃縮装置、生体画像機器、生体計測・

846 H30.2.27  昭和電気㈱
代表取締役
佐竹　宣俊

上北郡七戸町字荒熊内１４９－５ ０１７６－６２－２５０６

物品の販売（弱電気製品、電気設備機
器、情報処理機器、通信機器、一般用機
器、空調用機器、厨房用機器、光学用機
器、時計・カメラ、消防用品）、役務の提供

847 H30.2.27 青森スズキ自動車販売㈱
代表取締役
佐々木　聡

店長
斉藤　茂

スズキアリーナ
合浦公園

青森市浪打２丁目１１番１７号 ０１７－７６３－５０１５

物品の販売（車両類（スズキ製自動車の
販売・整備、三菱自工製自動車の販売・
整備、スズキ純正部用品、三菱純正部用
品、油脂類他））、役務の提供（自動車整

851 H30.2.27  谷川設備工業㈱ 
代表取締役社長
谷川　　聡

むつ市新町４１－１ ０１７５－２２－２６５９

役務の提供（建物管理等各種保守管理
（建築物飲料水貯水槽清掃、空気調和設
備機器等保守点検、ボイラーの点検整
備））

856 H30.2.27   アール・エー・ビー開発㈱
代表取締役社長
樋口　惠信

青森市第二問屋町３－２－３５ ０１７－７３９－１６６６

物品の販売（その他印刷類、電子出版
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、その他機
器類、その他（展示パネル、模型、展示

857 H30.2.27 ㈱小彌太
代表取締役
小瀬川　弘樹

岩手県花巻市愛宕町３－１２ ０１９８－２２－３０６６

物品の製造（衣服・その他繊維製品類、そ
の他印刷物類、その他）、物品の販売（衣
服・その他繊維製品類（染物全般）、その
他印刷類（選挙用品全般、スクリーン印

859 H30.2.27 （一社）青森県薬剤師会
会長
木村　隆次

所長
佐瀬　令了一

衛生検査センター青森市大字野木字山口１６４－４３ ０１７－７６２－３６２０

役務の提供（調査・研究（飲料水検査、下
水検査、工場排水検査、湖沼水検査、
プール水・海水検査、残留農薬検査、土
壌検査、底質検査、悪臭検査、食品検

860 H30.2.27 いすゞ自動車東北㈱
代表取締役
石川　哲朗

所長
山下　　聡

青森支社
むつ営業所

むつ市大曲３－４１ ０１７５－２２－３２１５

物品の販売（自動車（普通車、軽自動車、
バス、トラック）、特殊車両（し尿車、清掃車
（消防車を除く）））、自動車用品（自動車
部品、タイヤ））、役務の提供（自動車修

863 H30.2.27 グローリー㈱
代表取締役社長
尾上　広和

所長
掘木　信貴

盛岡営業所 岩手県盛岡市西仙北１－１６－２０ ０１９－６５６－５５１８

物品の販売（事務用機器類（貨幣計算
機、両替機、自動釣銭機、認証機）、その
他機器類（自動券売機、診療支払機、窓
口受付機、重要物管理機）、その他（選挙

865 H30.2.27 東北容器工業(株)
代表取締役
辻　啓史

八戸市北インター工業団地４－２－７ ０１７８－２１－１４００
物品の販売（薬品類（消毒用アルコール、
殺菌剤、抗菌剤）、資材・乳剤類（段ボー
ル、ポリ袋、発泡スチロール））

867 H30.2.27  ㈲環境衛生研究所
代表取締役
井戸端　明

むつ市大畑町上野９６番地１８６ ０１７５－３４－５４１０

物品の販売（一般・産業用機器類、その
他機器類、その他）、役務の提供（調査・
研究、建物管理等各種保守管理（建物清
掃、高架水槽清掃、給水タンク清掃、配水

871 H30.2.27  東北公営事業㈱　
代表取締役
武村　幸徳

宮城県仙台市泉区根白石字町東２６
－１

０２２－７２５－３７９０

役務の提供（建物管理等各種保守管理
（浄化槽・農業集落排水処理施設・下水
道処理施設・汚水中継ポンプ場・除外施
設等汚水処理施設の維持管理、一般廃
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872 H30.2.27 MCCユニテック㈱
取締役社長
松本　宏之

八戸市江陽３－１－１０９ ０１７８－４４－１１１３

役務の提供（大気分析、水質分析、建築
物飲料水分析、各種成分分析（肥料、土
壌等）、ダイオキシン類測定、作業環境測
定、騒音・振動・臭気測定、アスベスト分

875 H30.2.27  東日本電信電話㈱
代表取締役
山村　雅之

支店長
井沢　厚

青森支店 青森市橋本２丁目１番６号 ０１７－７７４－９１００

物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類、医療用機器類、事務用機器
類、その他機器類、その他（各種ネット
ワーク機器））、役務の提供（調査・研究、

877 H30.2.27  (株)NTT東日本ー東北
代表取締役
中村　浩

支店長
井沢　厚

青森支店 青森市橋本二丁目１番６号 ０１７－７７４－９１００

物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類、医療用機器類、事務用機器
類、その他機器類、その他（各種ネット
ワーク機器））、役務の提供（調査研究、情

880 H30.2.27  ㈱千代田テクノル
代表取締役
山口　和彦

青森営業所長
佐藤　達夫

青森営業所
上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１
－８６

０１７５－７１－０７１１

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・プラスチック製品類、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

883 H30.2.27  ㈱富士通エフサス　
代表取締役社長
濱場　正明

支店長
成田　明彦

青森支店 青森市長島２丁目１３番１号 ０１７－７２３－３２５０

物品の販売（電子計算機類）、役務の提
供（その他（ICTインフラの企画・コンサル
ティング、設計・構築、導入・展開、運用・
保守サービス））

885 H30.2.27 大丸㈱
代表取締役
藤井　敬一

支店長
菊地　隆憲

青森支店 青森市大字野木字野尻３７番地７０７ ０１７－７６２－３７０１

物品の販売（紙・紙加工品類（上質紙・色
上質紙、PPC用紙、ストックフォーム）、家
具・什器類（鋼製什器、木製什器、図書用
什器、コインロッカー、書庫・ロッカー・机・

887 H30.2.27 ㈱ザックス
代表取締役
北田　浩

下北郡東通村大字田屋字上流１１－１ ０１７５－２７－２７００

物品の販売（事務用品、OA機器、理化
学・計測機器、保安用品、消防用品、防
災設備）、役務の提供（空気環境測定、消
防用設備保守点検）

890 H30.2.27  PFU東日本㈱
代表取締役
木越　善明

青森サービス
センター所長
奥崎　弘美

青森サービス
センター

青森市大字大野字前田６３－２９
０５０－３７８６－２３０
９

物品の販売（OA機器・サプライ（パソコン、
各種専門ソフト、関連部品・消耗品等））

894 H30.2.28 ㈱サン・コンピュータ
代表取締役
三浦　克之

八戸市北インター工業団地
１丁目５番１０号

０１７８－２１－１１００

物品の販売（電子計算機類、情報処理機
器（コンピュータ、光学式読取装置
（OCR）、パソコンソフト、記録メディア、プリ
ンタ・スキャナ・プロジェクタ、コンピュータ

895 H30.2.28 (株)ナガワ
代表取締役社長
高橋　修

青森営業所長
石河　威彦

青森営業所 青森市平新田字池上１１ー１１０ ０１７－７２６－５８５０

物品の販売（事務用機械器具類（コン
ピュータ機器（パソコン）、印刷機器（カ
ラー・モノクロ複合機、プロジェクタ他）、什
器類（鋼製什器（書庫、ロッカー、机、椅

896 H30.2.28 ㈱中央事務器
代表取締役
黒田　祥貴

青森市中央２－４－６ ０１７－７３４－６０６１

物品の販売（一般事務用品、事務用機
器、スチール家具、パソコン用品、OA消
耗品（純正、汎用、再生トナー、インク）、
OA機器）、役務の提供（OA機器のリース）

897 H30.2.28 ㈱パネイル
代表取締役
名越　達彦

東京都千代田区大手町１－５－１
０５０－３１８９－７０９
２

物品の販売（その他（電力供給））

899 H30.2.28  大和リース㈱　
代表取締役
森田　俊作

所長
下山　俊晴

青森営業所 青森市橋本３丁目１２番１９号 ０１７－７２１－５１４０

物品の販売（その他建設資材）、役務の
提供（事務機器類賃貸借（コピー機、
FAX、複合機、什器類）、建物・プレハブ
類賃貸借、その他賃貸借（自動車、歩行

901 H30.2.28 相和物産(株)
代表取締役
菅原　純

六ケ所村大字倉内字笹崎1050-1 ０１７５－６８－２２１１ 貸切旅客自動車運送業

902 H30.2.28 ㈱アイ・シー・シーコンピューターシステム
代表取締役
南　雄二郎

青森市第二問屋町４丁目１１－１８ ０１７－７６２－１４４１
販売（事務用機器類、事務用品類）役務
（情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借）

905 H30.2.28 日立建機日本㈱
代表取締役
櫻井　俊和

営業所長
能登　隆

十和田営業所
十和田市大字洞内字井戸頭１４４－２６
１

０１７６－２３－７３６１
車両類、一般・産業用機器類の販売、その他物品の買
受
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923 H30.3.1  芝管工㈱
代表取締役社長
坂本　清昭

青森市自由ヶ丘２－３－３ ０１７－７４４－２２１１ 建物管理等各種保守管理業務

926 H30.3.2 ㈱大興
代表取締役
岡田　大

八戸市西白山台五丁目13番13号 ０１７８－２７－８１１１ ・建物管理等各種保守管理

927 H30.3.1 ㈱エーアイサイン
代表取締役
石澤　暁夫

青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡82-1 ０１７２－６２－５５０８
看板、標識、県垂幕、徽章、モニュメント、
ネオン、デザイン

929 H30.3.14 ㈱フジマック
代表取締役
熊谷　俊範

所長
蝦名　亮二

青森営業所 青森市花園一丁目７番１６号 ０１７－７４３－７３３７ その他機器類の販売(厨房機器)

930 H30.2.23 ファウンテン㈱
代表取締役
小泉　國雄

六ヶ所村大字倉内字笹崎1157 ０１７５－７４－３３０９

衣服・その他繊維製品類の販売、ゴム・皮革・プラ
スチック製品類の販売、非鉄金属・金属製品類の
販売、車両類の販売、その他輸送・輸送機械器具
類の販売、燃料類の販売、家具・什器類の販売、

932 H30.3.27
シダックス大新東
ヒューマンサービス㈱

代表取締役
関口　昌太朗

所長
八木橋　健安

青森営業所 青森県青森市大字浦町字奥野624 ０１７－７７５－０３５１

給食調理（学校病院等）、図書館業務、人
材派遣業務、寮・保養所管理業務、管理
サービス業務、ビルメンテナンンス業務、
警備業務

933 H30.3.27 大新東(株)
代表取締役
遠山　秀徳

所長
八木橋　健安

青森営業所 青森県青森市大字浦町字奥野624 ０１７－７７５－０３５１

車両の運行管理請負及び保守・点検に関
する業務、旅客自動車運送事業、貨物自
動車運送事業、学校・病院・寮・保養施
設・社会福祉施設等の総合管理業務・給
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