
受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定

2 R4.1.17 ㈱青森エコプラン
代表取締役
太田　昌寿

黒石市長崎二丁目13番地1 0172-55-8630
役務の提供等（石綿（アスベスト）含有建
材事前調査）

5 R4.1.17 　㈱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丁目2番10号
（セントールビル）

022-742-4251

物品の販売（水処理機器（浄水設備機
器、ろ過装置、膜ろ過装置、紫外線照射
装置、水質自動測定装置、水源水質改善
装置、薬品注入ポンプ、次亜注入ポンプ、

7 R4.1.17 環境技術㈱
代表取締役
倉成　諭

八戸市八太郎六丁目12番4号 0178-20-2666

役務の提供等（ビル管理（高架水槽清掃、
給水タンク清掃、排水管清掃、地下タンク
及び埋設配管漏洩調査）施設管理（浄化
槽保守）その他清掃（配管洗浄、道路・工

15 R4.1.18 ㈱会議録センター
代表取締役
加藤　剛也

所長
萱場　勝竹

盛岡営業所 岩手県盛岡市中央通三丁目15-17 019-622-1698

物品の製造（その他印刷類）物品の販売
（電気・通信用機器類）役務（広告・宣伝、
情報処理、翻訳・通訳・速記、その他）会
議録調整業務・会議録作成（テープ反訳

18 R4.1.18 　　大和リース㈱
代表取締役
北　哲弥

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（自動車、特殊車両、仮設建
物、建築材料、緑化商品、事務用家具類）
リース（事務用機器リース、仮設材リース、
車両リース、その他リース（機械器具、歩

19 R4.1.18 東洋建物管理㈱
代表取締役社長
七尾　嘉信

青森市橋本一丁目7番3号 017-734-5281
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理）

21 R4.1.18 エクナ㈱
代表取締役
吉川　和彦

岩手県盛岡市中央通一丁目6番30号 019-652-3000

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、その他機器
類）役務の提供等（情報処理、ソフトウェア
開発、賃貸借、その他）行政向けシステム

24 R4.1.18 ㈱むつ日産
代表取締役
吉田　均

むつ市大字田名部字赤川ノ内並木110
番4

0175-22-2284
物品の販売（自動車販売、自動車修理、
自動車用品）

31 R4.1.18 協榮産業㈱
代表取締役
菅原　睦夫

八戸市大字根城字大久保9番地71 0178-43-1828

役務の提供等（建物清掃（一般清掃（庁
舎、事務所、施設等）、日常清掃（常駐、
巡回）各種特別清掃（床面洗浄、ワックス
掛け）窓ガラス、サッシ清掃、ブラインド清

34 R4.1.18
パナソニックＥＷエンジニア
リング㈱

代表取締役
藤井　和夫

支店長
菊森　慎吾

北海道・東北支
店

宮城県仙台市青葉区本町二丁目4番6
号

022-225-5819 Ｒ4.7.1

物品の販売（電気設備機器-照明機器、
舞台照明、電気設備用品、通信機器-電
話機、無線機、ファクシミリ、空調用機器-
冷暖房機器、空調機器）役務（ビル管理-

35 R4.1.18 アサヒプリテック㈱
代表取締役
中西　広幸

仙台営業所長
氏家　浩樹

仙台営業所
宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目
5-11

022-767-6777
役務の提供等（不要薬品の収集運搬及び
処分業務）

40 R4.1.18 ㈱サンエイ
代表取締役
小林　大輔

青森市妙見三丁目2番19号 017-738-0040

物品の製造・販売（一般事務帳票類（申請
書、納品書、請求書、領収書、契約書、事
務用帳票全般）コンピュータ用連続帳票
（納付書、OCR、OMR、圧着シーラー、コ

43 R4.1.18 　北日本通信㈱
代表取締役
瀬川　純

岩手県盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000

物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類、精密機器類）役務の提供等（ソ
フトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種
保守管理、防衛用装備品類の整備）

44 R4.1.18
（一財）
日本立地センター

理事長
平井　敏文

東京都千代田区神田駿河台1丁目8番
地11

03-3518-8961
調査・研究（地域振興・産業立地に関する
調査研究）

47 R4.1.18 　㈱日立ビルシステム
取締役社長
光冨　眞哉

支社長
柾谷　隆一

東日本支社
宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1
番1号

022-222-1321
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理）

48 R4.1.18 リコーリース㈱
代表取締役
中村　徳晴

支社長
岩田　克一

東北支社 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6-1 022-225-2412

役務の提供等　賃貸借（事務用機器-複
合機、ファクシミリ、シュレッダー等）情報機
器（サーバー、ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ等）医療機器
（AED、ﾚﾝﾄｹﾞﾝ等）冷暖房設備機器関連、

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

1



受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

50 R4.1.18 ㈲下北旅行
代表取締役
杉山　毅

むつ市金曲一丁目8番12号 0175-23-3111 役務の提供等（旅行業）

51 R4.1.18 下北交通㈱
代表取締役社長
山上　常廣

むつ市金曲一丁目8番12号 0175-22-3221
役務の提供等（旅客自動車運送、車両運
行管理）

56 R4.1.18 　㈱ナカノアイシステム
代表取締役社長
坂井　浩

所長
大内　弘

青森営業所
弘前市大字駅前町6番地15
ＳＫビル2Ｆ

0172-31-3391

物品の製造（一般印刷-冊子等、地図印
刷-地図、管内図、各種台帳図印刷　事務
機器-PC、ｻｰﾊﾞ、ﾌﾟﾛｯﾀ　電算用品-ﾄﾅｰ、
ｲﾝｸ等OA消耗品類、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ-総合

59 R4.1.18 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
橋爪　直樹

東北支店
宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1
号

022-265-0807

役務の提供等（賃貸借）リース・レンタル　
電子計算機、通信機器、医療機器（ＡＥＤ
除く）、光学機器、理化学機器、公害防止
機器、計測機器

61 R4.1.18 FLCS㈱
代表取締役
近藤　芳樹

支店長
山内　和也

東北支店
宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番
23号

022-222-8842 R4.4.1

役務の提供等（賃貸借）パソコン及び周辺
機器、電子計算機器類、コンピュータ機器
等、ＯＡ機器、事務機器（複写機、複合
機、プリンター、電話、ＦＡＸ等）電気・通信

66 R4.1.19 SBテクノロジー㈱
代表取締役
阿多　親市

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 03-6892-3050

物品【情報処理機器類・用品】（通信機
器、OA機器、事務機器、OAソフト、セキュ
リティ商材）役務等【情報処理業務に係る
もの】（システム開発、ソフト開発、通信設

70 R4.1.19 　㈱パスコ
代表取締役
島村　秀樹

支店長
野呂　英樹

青森支店 青森市長島2-13-1 017-723-1940

物品の製造、物品の販売（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

72 R4.1.19
富士フイルムシステムサー
ビス㈱

代表取締役
井上　あまね

支店長
樋口　洋一

公共事業部
東北支店

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1番
地14

022-292-1310

物品の販売（情報処理機器（事務機器）・
ﾊﾟｿｺﾝ、ｻｰﾊﾞ、ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀ、ﾌﾟ
ﾘﾝﾀ消耗品、ﾈｯﾄﾜｰｸ機器）役務の提供等
（電算関連業務情報処理ｻｰﾋﾞｽ）・電算化

75 R4.1.19 　㈱タックエンジニアリング
代表取締役
慶越　秀則

岩手県盛岡市津志田西2-3-20 019-638-2001

物品の製造（その他印刷類（地図印刷））、
役務の提供等（写真・製図、調査・研究、
情報処理、ソフトウェア開発、その他：UAV
（ﾏﾙﾁｺﾌﾟﾀｰ、固定翼）、撮影～三次元ﾃﾞｰ

80 R4.1.19 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番地の
1

0238-37-5528 役務の提供等（調査・研究）漏水調査

81 R4.1.19 ㈱日商
代表取締役
気田　憲二

十和田市東四番町10番19号 0176-22-7161

物品の販売（車輌・建設機械（・除雪機・圧
雪車・塩カル散布車・油圧ショベル・タイヤ
ショベル・ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ・ブルドーザー・タイヤ
ローラー・ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾀﾞｰ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・発電

83 R4.1.19 　鎌長製衡㈱
代表取締役
鎌田　長明

支店長
寺井　公一

東京支店
東京都中央区日本橋一丁目14番7号
明治安田生命江戸橋ビル

03-3243-2080

物品の製造（一般・産業用機器類、精密
機器類、その他機器類）・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ・ﾄﾗｯ
ｸｽｹｰﾙﾃﾞｰﾀ処理装置・大型台はかり・ｸ
ﾚｰﾝｽｹｰﾙ・ﾎｯﾊﾟｰｽｹｰﾙ・ﾊﾟｯｶｰｽｹｰﾙ・ﾕ

85 R4.1.19 　沖電気工業㈱
代表取締役
鎌上　信也

支社長
松井　明

東北支社
宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1
番1号

022-225-6601

物品の製造・販売（電気・通信用機器類　
電話機・電子交換機・無線機・デジタル伝
送装置・通信端末・防災行政無線装置・
光通信装置・IP電話システム・ビデオ会議

87 R4.1.19 ㈱データホライゾン
代表取締役
内海　良夫

広島県広島市西区草津新町一丁目21
番35号

082-279-5716

物品の製造（その他印刷類）物品の販売
（その他印刷類）役務の提供（情報処理、
その他）業務委託（計画策定-データヘル
ス計画作成サービス、特定健診検査等実

90 R4.1.19 青森千代田㈱
代表取締役
秋田谷　直人

上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1
番地90

0175-71-0877
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理)

93 R4.1.19 NTT-ATエムタック㈱
代表取締役社長
澤田　閥

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 03-3350-5171 R4.6.17

物品の販売（情報機器用品-自社製パッ
ケージソフトウェア、パソコン、サーバー、
周辺機器、プリンタ、スキャナ他）役務の提
供等（自社製ソフトの保守・開発・その他
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

96 R4.1.19 　クマリフト㈱
代表取締役
熊谷　知哉

所長
髙坂　満

青森営業所 青森市大字石江字江渡117番18号 017-782-7242
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理）

99 R4.1.19 　㈱三水コンサルタント
代表取締役社長
山﨑　義広

所長
齋藤　正樹

青森事務所 青森市茶屋町19番1号 017-718-4860 役務の提供等（ソフトウェア開発）

102 R4.1.19 　㈱江東微生物研究所
代表取締役
小林　博美

所長
角田　健徳

弘前営業所 弘前市大字末広3-1-3 0172-29-1761

役務の提供等（検査・分析・測定）各種水
質検査（上下水道水・簡易水道・河川水・
汚水・汚水等）、水道法34条検査、水道法
20条検査、計量証明（濃度）、計量証明

105 R4.1.19 ㈱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
役務の提供等（情報処理、翻訳・通訳・速
記、ソフトウェア開発）

107 R4.1.20 　日興通信㈱
代表取締役
鈴木　範夫

支店長
本嶋　豊

青森支店 青森市大字油川字千刈102番地 017-763-1025 R4.4.1

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、事務用品類）
役務の提供等（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）

109 R4.1.20 ㈱ムサシ
代表取締役
羽鳥　雅孝

支店長
友田　俊之

仙台支店
宮城県仙台市青葉区本町1丁目10番
11

022-796-2101
物品の販売（選挙関連機材）役務の提供
等（情報処理-電算処理業務）

110 R4.1.20 ㈱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 宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31 022-222-6552

物品の製造（その他印刷類、図書類、電
子出版物類、その他）物品の販売（図書
類、電子出版物類、電気・通信用機器類、
電子計算機器類、その他）役務の提供（広

113 R4.1.20 ㈱ライズファクトリー
代表取締役
戸田　その子

東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号
日東九段ビル6階

03-3288-0099
物品の製造・販売（パンフレット、ポス
ター、冊子、メタボリメジャー、万歩計、啓
発物の企画・制作・デザイン）

115 R4.1.20 ㈱アイ・ティー・ビー
代表取締役
中畑　肇

弘前市大字小比内四丁目6番地16 0172-28-5656

役務の提供等（映画・ビデオ制作（テレビ
番組制作一式、文化財VP制作等、映像
制作に係ること全般、無人航空機（ドロー
ン）による撮影、DVDオーサリング、撮影協

118 R4.1.20 　㈱西原環境
代表取締役
西原　幸志

所長
尾﨑　浩明

東北営業所
宮城県仙台市太白区長町南三丁目37
番13号

022-208-8521
浄化槽維持管理、下水道処理施設維持
管理、その他水処理施設維持管理、清
掃、機器販売、薬品・部品販売

120 R4.1.20 　㈱シン技術コンサル
代表取締役
重清　祐之

支店長
小山内　良一

東北支店
宮城県仙台市太白区中田5丁目3-21
南仙台広瀬ビル3階

022-741-2850
役務の提供等（調査・研究（発掘調査）、
情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、そ
の他

123 R4.1.20 ITH合同会社
代表社員
高見　雅之

八戸市青葉二丁目10番3号 0178-20-9858

物品の販売（その他輸送・搬送機械器具
類、その他）役務の提供等（写真・製図、
調査・研究、その他）無人航空機（ドロー
ン）販売、無人航空機（ドローン）による空

129 R4.1.20  ㈱富士通ゼネラル
代表取締役
斎藤　悦郎

部長
堀下　裕司

東北情報通信
ネットワーク営業
部

宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目5
番5号

022-239-5171

物品の製造（電気・通信用機器類）物品の
販売（電気・通信用機器類）役務の提供等
（建物管理等各種保守管理）高機能消防
指令センターシステム、消防救急デジタル

134 R4.1.20 ㈱ベネッセコーポレーション
代表取締役
小林　仁

部長
小柳　博崇

小中学校事業
部

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
新宿三井ビルディング

042-356-0127

物品の販売（学校向け教育用ソフト、ドリ
ル）役務の提供等（調査研究-小中学校向
け総合学力調査、各種調査、分析事業、
その他-小中学校向けICT教育サポート、

135 R4.1.20 ハーベストネクスト㈱
代表取締役
脇本　実

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町二
丁目120番地

045-336-1120 役務の提供等（学校給食・給食配送）

136 R4.1.20 ハーベスト㈱
代表取締役
脇本　実

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町二
丁目120番地

045-336-1100
役務の提供等（放課後児童クラブ、食堂
運営）
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

137 R4.1.20 ㈱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番3号
日本橋相互ビル505号室

03-6264-8781

物品の販売（電気・通信用機器類（議場音
響録音機器、映像配信機器等））役務の
提供等（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

139 R4.1.20 ㈱東奥アドシステム
代表取締役
采田　正之

青森市古川一丁目21番12号 017-776-3771
役務の提供等（広告・宣伝、会場等の借り
上げ）

141 R4.1.21 　水道機工㈱
代表取締役
古川　徹

支店長
細山　仁

東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目10
番17号

022-267-0807

物品の販売（精密機器類、水処理薬品）
流量測定装置、機械式計器、水質計器、
薬品注入設備、塩素注入設備、弁類　役
務の提供等（上水道・下水道・汚水処理施

146 R4.1.21  農産管理㈱
代表取締役
竹谷　佳野

青森市浪岡大字徳才子字山本19番地
1

0172-55-7360

役務の提供等（下水道処理施設運転管
理・保守、下水道管渠内TVカメラ調査、下
水道管路清掃、建築物排水管清掃、産業
廃棄物収集運搬、特別産業廃棄物収集

153 R4.1.21 リコージャパン㈱
代表取締役
木村　和広

部長
樋口　和博

マーケティング本部

青森支社
青森営業部

青森市第二問屋町3-5-37 050-3817-0971 R4.4.1

物品の販売（紙・紙加工品類、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：エアコン等）、役務の提供（情

155 R4.1.21 　㈱ウォーターエージェンシー
代表取締役社長
榊原　秀明

センター長
佐々木　圭三

岩手オペレー
ションセンター

岩手県盛岡市三本柳7-11-13 019-638-9401

物品の販売（投込式水位計、自動水質測
定装置、高分子凝集剤、消石灰、水道用
ポリ塩化アルミニウム、活性汚泥改質剤、
次亜塩素酸ソーダ、ポリ硫酸第二鉄、活

158 R4.1.21 ㈱消防安全センター青森
代表取締役
手間本　和守

青森市茶屋町11番13号 017-744-6255

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、車両類、消防
用機器・防災用品）役務の提供等（建物管
理等各種保守管理）

160 R4.1.21 　㈱吉田産業
代表取締役
吉田　誠夫

支店長
西村　幾弥

十和田支店 十和田市元町西二丁目1-13 0176-22-3101

物品の販売（保安用品、理化学器具、イン
テリア、鋼材、木材、骨材、舗装材、道路
標識、その他の二次製品、一般建材、特
殊機材、給排水機材、その他）、役務の提

161 R4.1.21 東京センチュリー㈱
代表取締役
馬場　高一

東京都千代田区神田練塀町3番地 03-5818-8160 R4.4.1

役務の提供等（賃貸借-電算機、事務機
器・視聴覚機器、電気・通信機器、土木・
建設機械、産業・工作機械、医療機器、そ
の他あらゆる機器、設備）

162 R4.1.21 ギガサポ合同会社
代表社員
貝塚　健

埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2丁目5番1号
ライオンズステージ上福岡415号

070-8525-4434
役務の提供等（情報処理、ｿﾌﾄｳｪｱ開発、
その他）

163 R4.1.24 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一丁目25番1号
新宿センタービル31F

03-5323-3311

役務の提供等（公会計コンサルティング、
財務書類作成支援、固定資産台帳整備
支援、自治体関連団体の会計処理、決算
準備支援、事業再生コンサルティング等）

165 R4.1.24
北奥羽広域水道サービス
㈱

代表取締役
鶴飼　忠晴

八戸市北白山台二丁目6番1号 0178-70-5017

役務の提供等（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、下水道調査業務、排
水設備関係工事業務、賃貸借等）

168 R4.1.24 　㈱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番地7 0178-28-3830
物品の販売（機械機器・工具、特殊自動
車、消防・防災用品）

169 R4.1.24 ㈱キャンサースキャン
代表取締役
福吉　潤

東京都品川区西五反田一丁目3番8号 03-6420-3390

役務の提供等（特定健診・がん検診受診
勧奨およびデータ分析業務、減薬・重症
化予防事業（受診推奨）、適正受診・適正
服薬介入事業、KDB等を活用した医療費

171 R4.1.24 　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

役務の提供等（調査・研究、建物管理等
各種保守管理、その他）下水道管渠内の
洗浄及び管更生、下水道管渠内のTVカメ
ラ車による調査

172 R4.1.24 ㈱電技パーツ
代表取締役
佐藤　康美

青森市第二問屋町三丁目6番44号 017-739-5656

物品の販売（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、その他）役務の提供（無線設備保
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

175 R4.1.24 　㈱伊藤鉱業
代表取締役社長
増田　教正

つがる市木造若竹13番地 0173-42-2279

役務の提供等（下水道管路清掃・調査・修
繕・改築業務、下水道処理施設維持管理
業務、産業廃棄物（特別管理産業廃棄
物）収集運搬業務、汚水処理施設維持管

176 R4.1.24 ㈱加賀医療器
代表取締役
加賀　好男

十和田市西十一番町28番1号 0176-22-8330

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、医
療用機器類、医薬品・医療用品類）、役務
の提供等（賃貸借、建物管理等各種保守
管理）

181 R4.1.24 東邦薬品㈱
代表取締役
馬田　明

所長
嘉瀬　渉

むつ営業所 むつ市新町45番12号 0175-22-3264
物品の販売（医療用器具、医薬衛生材
料、その他（体外診断用試薬））

187 R4.1.24  ㈱セーフティテック
代表取締役
奈良岡　誠

弘前市大字撫牛子二丁目4番地10 0172-37-3457
物品の販売（土木・建設・建築材料、その
他）道路標識・視線誘導標、アスファルト
資材、看板

193 R4.1.25 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

物品の製造、物品の販売（その他印刷
類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品
類）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　

196 R4.1.25 　㈱日立国際電気
代表取締役
佐久間　嘉一郎

支社長
八巻　好貴

東日本支社
宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1
号

022-723-1800
物品の製造・販売（通信用機器、監視制
御装置）

198 R4.1.25 　㈲環境プラント
代表取締役
福士　誠

弘前市大字城東中央一丁目5番地7 0172-28-1481 役務の提供等（浄化槽維持管理）

202 R4.1.25 　㈱東晴
代表取締役
雪田　和也

青森市第二問屋町三丁目2番6号 017-739-7088

物品の販売（電気・通信用機器類）役務の
提供等（通信設備等保守管理）業務用無
線通信機器、コンピュータネットワーク機
器、共同受信システム機器、無線通信ア

204 R4.1.25 　青森三菱電機機器販売㈱
代表取締役
林　均

青森市中央1-23-4 017-735-7800

物品の販売（電気機械器具、機械器具、
医療・計測機械器具）役務の提供等（ビル
管理 電気工作物保守、通信設備保守、
空調保守）

205 R4.1.25
ALSOKあんしんケアサポー
ト㈱

代表取締役
尻無濱　秀治

東京都大田区山王一丁目3番5号 03-3773-2021

物品の販売（電気・通信用機器類）緊急通
報端末装置・役務の提供等（その他（緊急
通報サービス業務・コールセンター業務・
特定保健指導業務・電話健康相談業

208 R4.1.25 　㈱根城グリーン建設
代表取締役
山下　英夫

八戸市西白山台6-9-21 0178-27-6733

物品の販売（植木・種苗、肥料、園芸用
品、樹名板）役務の提供等（その他の清掃　
道路・公園・側溝等清掃、消毒・防疫　害
虫等駆除（白蟻・蜂等）その他（樹木等）、

209 R4.1.25 大信産業㈲
代表取締役
畑中　祐美子

むつ市大畑町本町80番地94 0175-34-6083
役務の提供等（建物清掃、常駐警備、建
物消毒、草刈り）

212 R4.1.25 　東北藤吉工業㈱
代表取締役
木村　文泰

宮城県仙台市若林区蒲町18番1号 022-286-4431
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理、その他）

213 R4.1.25 ㈱朝日印刷
代表取締役
小笠原　良誠

三沢市本町四丁目31-224 0176-53-4126

物品の製造（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）、役務の提供等（写真・
ビデオ撮影、イベントの企画設営、広告代

215 R4.1.25 東奥マイクロシステム㈱
代表取締役
田村　裕子

八戸市諏訪二丁目3番15号 0178-45-7515
物品の販売（その他印刷類、図書類、電
子出版物類、紙・紙加工品類）、役務の提
供等（写真・製図、情報処理）

218 R4.1.25 Next-ⅰ㈱
代表取締役
松浦　千尋

代表
藤井　文彦

盛岡支店
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1
号

019-621-5255

役務の提供等（調査・研究、その他（各種
計画策定））計画策定（介護保険事業、老
人福祉、子ども・子育て支援、障害福祉計
画・障害者、地域福祉計画・地域福祉活
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

220 R4.1.26 ㈱ヒグチ
代表取締役社長
内田　征吾

青森市問屋町一丁目15番22号 017-738-3661

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、
紙・紙加工品類、家具・什器類、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

222 R4.1.26 奥羽特装販売㈱
代表取締役
笹垣　昴平

八戸市城下四丁目12番5号 0178-43-4880

物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
類、車両類、医療用機器類、その他機器
類、医薬品・医療用品類、その他)　医療
用機器、介護器具・介護用品、消防用品、

224 R4.1.26 ㈱協和医療器
代表取締役社長
小野寺　俊弥

所長
外山　和樹

十和田営業所 十和田市大字三本木字北平147-945 0176-25-2727

物品の販売（診療材料、医療用機器、介
護機器用品、理化学機械器具、医療品、
被服・繊維製品等、事務用品、事務用機
器、什器）

226 R4.1.26 東テク㈱
代表取締役
長尾　克己

所長
三野輪　明資

青森営業所 青森市篠田1-26-23 017-782-8444
物品の販売（冷暖房空調機器、自動制御
機器）役務の提供等（自動制御機器 保
守・メンテナンス）

228 R4.1.26 　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 役務の提供等（調査・研究）

230 R4.1.26 日本国民食㈱
代表取締役
市川　敏一

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 03-6861-4499
役務の提供等（学校給食調理等業務委
託）

234 R4.1.26 　㈱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番地2

0172-65-2002

役務の提供等（測定・調査・分析・計画策
定（アスベスト含有事前調査）運搬・輸送
（産業廃棄物及び特定管理産業廃棄物
収集運搬）その他業務（アスベストの清掃）

238 R4.1.26 　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

役務の提供等（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、一般廃棄

240 R4.1.26 ㈱ニッコクトラスト
代表取締役
若生　喜晴

支社長
富塚　晃光

東日本支社 宮城県仙台市太白区長町3-7-13 022-748-1277 役務の提供等（給食調理等業務委託）

242 R4.1.27 　山大機電㈱
代表取締役
菅原　博充

所長
地花　紀人

むつ営業所 むつ市横迎町2丁目14-44 0175-34-1335

物品の販売（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（記録計・計装機器消耗品）役務の提供
等（ソフトウェア開発、建物管理等各種保

245 R4.1.27 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 むつ市金曲二丁目2-18 0175-22-3111

物品の販売（車両　自動車販売　自動車
（普通・軽・バス・トラック、自動車修理-車
検含む、自動車用品-自動車部品、タイ
ヤ）

249 R4.1.27
農業生産法人
下北カンブリア農場㈱

代表取締役
常田　嘉一郎

むつ市新町３７番地18号 0175-22-7220
物品の販売（農業・園芸用品類（種苗、園
芸用品）、防犯・鳥獣・害虫対策用品類
（防犯用品、鳥獣用品、害虫用品）

251 R4.1.27  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

通信用機器（ファクシミリ、複合機、コピー
機の販売・保守、電話機・電話設備の販
売・保守、テレビアンテナ、テレビ共聴設
備の販売・保守、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、ﾅｰｽｺｰﾙ、簡

253 R4.1.27 　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

物品の販売（コンピュータ（パソコン等）、
パソコンソフト、コンピュータ周辺機器、分
析・測定機器、光学機器、機械機器・工
具、産業用電気機械・部品、その他）役務

257 R4.1.27 ㈱図書館流通センター
代表取締役
谷一　文子

東京都文京区大塚三丁目1番1号 03-3943-2221 R4.4.27

物品の販売（図書類、電子出版物類、家
具・什器類、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、
図書除菌機等）役務の提供（調査・研究、

259 R4.1.27 大丸㈱
代表取締役
藤井　敬一

支店長
野澤　大

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（事務用品、事務用機器、特
殊事務用機器、スチール製品、情報処理
機器、通信機器、家具、インテリア、緞帳・
暗幕、記念品・贈答品）ＰＣ、ＯＡ周辺機
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

268 R4.1.28 ニチレキ㈱
代表取締役
小幡　学

所長
阿部　亮介

青森営業所 十和田市大字三本木字野崎40-75 0176-23-7121
物品の製造（土木・建設・建築材料）物品
の販売（土木・建設・建築材料）

271 R4.1.28 下北環境保全㈱
代表取締役
菊池　陽子

むつ市横迎町一丁目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）役務の提供等（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

273 R4.1.28 　東日本総合計画㈱
代表取締役社長
樋口　智彦

所長
千葉　賢光

青森営業所 三沢市中央町3-2-2 0176-57-0308
物品の販売（その他印刷）役務の提供等
（写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフ
トウェア開発）

280 R4.1.28 　㈱千代田テクノル
代表取締役
井上　任

所長
富田　俊之

六ヶ所営業所
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・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、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、一

287 R4.1.31 　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番地
370

0176-22-2061

役務の提供等（燃料タンク維持管理、貯水
槽維持管理・清掃、浄化槽維持管理・清
掃、その他（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

290 R4.1.31 　日本無線㈱
代表取締役
小洗　健

所長
篠原　健人

青森営業所 青森市安方一丁目1番32号 017-774-2321 R4.4.1

物品の製造・販売（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）有線・無線装置（無線通信装置、無線
応用装置、電子応用装置）役務の提供

293 R4.1.31 　愛知時計電機㈱
代表取締役社長
社長執行役員
國島　賢治

所長
土田　学

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

017-742-6771 R4.4.1
水道関連機器、ガス関連機器、その他計
測器

294 R4.1.31 ㈲慶友建設
代表取締役
秋元　利政

青森市大字石江字岡部155番地32 017-781-5977 アズベスト等分析・調査

298 R4.1.31 グローリー㈱
代表取締役社長
三和　元純

所長
長壁　康治

盛岡営業所 岩手県盛岡市西仙北1-16-20 019-656-5518 R4.4.1

物品の販売（紙幣計算機、両替機、自働
釣銭機、認証機、自動券売機、診療支払
機、窓口受付機、重要物管理機、選挙用
品（投票箱、投票用紙計数機、投票用紙

300 R4.1.31  ㈱タクマテクノス
代表取締役社長
辻　一徳

東京都港区芝浦3-9-1 03-5439-4171
物品の販売（工業用薬品）役務の提供等
（環境衛生施設の維持管理運営）

301 R4.1.31 ㈲丸栄消機
代表取締役
天内　幹夫

青森市栄町一丁目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・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、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・通

310 R4.2.1 あおぎんリース㈱
代表取締役
石橋　理

取締役支店長
金崎　直樹

十和田支店 十和田市稲生町15番1号 0176-22-6801

役務の提供等（賃貸借）事務用機器、通
信機、教育関連機器、ﾚﾝﾄｹﾞﾝ装置、人工
腎臓装置、光学検査機器、血液分析装
置、手術機器、患者監視装置、超音波診

313 R4.2.1 ㈱ボーダーリンク
代表取締役
安井　康真

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目
16番地1　ACROSS8階

048-631-0230 役務の提供等（翻訳・通訳・速記、その他）

315 R4.2.1  青森ドライケミカル㈱
代表取締役
木立　正一

青森市港町2-6-12 017-718-5280
物品の販売（標識、保安用品、消防用品、
防災設備）役務の提供等（消防用設備保
守点検）

317 R4.2.1 　国際航業㈱
代表取締役社長
土方　聡

所長
宇美　雅博

青森営業所
青森市東造道三丁目6番3号
テーオー小笠原ビル

017-736-2043 R4.5.1

物品の製造（その他印刷、電子出版物
類、航空写真パネル、模型等）物品の販
売（その他印刷類、電子出版物類、一般・
産業用機器類、電気・通信用機器類、精

318 R4.2.1 ㈱ＮＴＴドコモ
代表取締役社長
井伊　基之

執行役員
東北支社長
芦川　隆範

東北支社
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番2
号

017-774-6001

物品の販売（パーソナルコンピュータ、コ
ンピュータ周辺機器、ネットワーク関連機
器）物品の製造・販売（電話機器、その他
（通信機器全般等））
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

320 R4.2.1 アズビル金門㈱
代表取締役社長
上西　正泰

所長
佐々木　淳一

青森営業所 青森市合浦一丁目10番3号 017-742-4379
物品の販売（電気・通信用機器類、精密
機器類）

324 R4.2.1 ㈲尾崎自動車商会
代表取締役
尾崎　行雄

五所川原市栄町62番地1号 0173-35-2454 物品の販売（自動車用品、特殊車両）

327 R4.2.1 　東芝インフラシステムズ㈱
代表取締役社長
今野　貴之

支社長
平　幸夫

東北支社
宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番
29号

022-264-7531
物品の製造・販売（一般・産業用機器類、
電気・通信用機器類）役務の提供等（建物
管理等各種保守管理、その他）

328 R4.2.1 サトウスポーツ
代表
祐川　久男

むつ市文京町26-20 0175-29-1000

物品の販売（スポーツ用品－体育器具・ト
レーニング器具、関連消耗品、体育館備
品（バレー支柱、ネット、跳び箱など）、陸
上競技場備品、グランド用品、競技用品

334 R4.2.2 ㈱トーソー
代表取締役
中野　亮太

青森市港町2丁目10番44号 017-765-2225

役務の提供等（建物管理等各種保守管
理、建物の警備、建物の清掃、熱管理、
貯水槽清掃、ねずみ昆虫等防除、空気環
境測定、交通誘導警備、電話交換、消防

335 R4.2.2 ㈱ヒロタ
代表取締役
廣田　達功

青森市大字野木字野尻37番地691 017-729-8321

物品の製造（フォーム印刷、その他印刷
類）物品の販売（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）役務の提供（情報処理、賃貸

336 R4.2.2 ㈲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番地1 017-735-3828
物品の販売（厨房用機器　調理器、調理
台、冷蔵庫）

344 R4.2.2 ㈲十字堂
代表取締役
山口　博美

むつ市真砂町6番14号 0175-29-1637

看板・広告板、表示板、ステッカー・シー
ル（車両・船・窓用も含む）、造形物（ＦＲ
Ｐ）、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

348 R4.2.2 青森三八五流通㈱
代表取締役
宮古　武

支店長
山本　辰也

青森主管支店 青森市大字新城字平岡160番地576 017-787-3333
物品の販売（融雪剤・防塵剤）役務の提供
等（運送、引越・事務所移転等）

349 R4.2.2 北沢産業㈱
代表取締役社長
北川　正樹

所長
対馬　孝幸

青森営業所 青森市勝田2丁目4番1号 017-777-1876
物品の販売（家具・什器類、その他機器類　
食器、厨房備品等）

354 R4.2.3 　安全企画㈱
代表取締役
三上　秀美

青森市新田2丁目25番13号 017-782-8510
物品の販売（看板、標識、保安用品、アス
ファルト資材、融雪（防塵）剤）

360 R4.2.3  ㈱みちのく計画
代表取締役
間山　昭

青森市浜館1-14-3 017-765-1311
物品の販売（電子計算機類）役務の提供
等（写真・製図、調査・研究、情報処理、ソ
フトウェア開発）

361 R4.2.3 ㈲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

物品の販売（音響、照明、映像機材）役務
の提供（広告・宣伝、写真・製図、音響、照
明、記録撮影、編集、電子ブック、ＡＲシス
テム）

362 R4.2.3 ㈱ヰセキ東北
代表取締役社長
赤坂　暁生

所長
伊藤　徳

天間林営業所 上北郡七戸町字森ヶ沢310-7 0176-68-2121
物品の販売（農業用機械-トラクター、管理
機、田植機、コンバイン、刈払い機、その
他農業用機械器具）

366 R4.2.3 　国土情報開発㈱
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
物品の販売（電子計算機類、事務用品
類）役務の提供等（情報処理、ソフトウェア
開発、賃貸借）

372 R4.2.4 　㈱水機テクノス
代表取締役
古川　徹

所長
髙橋　健生

盛岡営業所 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 019-623-2205
物品の販売（精密機器類、その他機器類
（水処理機械・機器）　役務の提供等（その
他（水処理設備等保守点検・運転管理））
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

377 R4.2.4 　㈱角弘
代表取締役社長
船越　秀彦

支店長
相澤　賢

むつ支店 むつ市仲町14番13号 0175-22-1394

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、窯業・土石
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

379 R4.2.4 　㈱協和コンサルタンツ
代表取締役
山本　満

所長
進藤　重悦

青森営業所 青森市長島2丁目25番1号 017-722-5273

物品の販売（電気・通信用機器-①小水力
発電装置）役務の提供等（調査・研究　①
都市計画関係調査・計画策定②交通関
係調査・計画策定③市場・経済調査④環

381 R4.2.4 協同印刷工業㈱
代表取締役
吉原　朋治

むつ市金曲1丁目15番8号 0175-22-2231
物品の製造（印判、一般印刷、デザイン印
刷、特殊印刷）役務の提供等（企画・製作　
デザイン・ロゴ作成）

382 R4.2.4 ㈱テクノル
代表取締役
千葉　哲也

所長
佐藤　隆

六ヶ所営業所
上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1番
地60

0175-72-3771

物品の販売（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（屋内外デジタルサイ
ネージ））役務の提供（広告・宣伝、情報処

384 R4.2.4 　互光産業㈱
代表取締役
梅内　利哉

八戸市売市二丁目4番2号 0178-24-1256

物品の販売（消防・防火用品①ﾎｰｽ②避
難機器③消火器④防火衣⑤ﾍﾙﾒｯﾄ⑥非
常食　特殊自動車①消防自動車　道路保
安用品①道路標識②カーブミラー③視線

385 R4.2.4 日本キャタピラー合同会社
職務執行者
本田　博人

所長
廣瀬　育生

むつ営業所 むつ市大曲3丁目101-1 0175-22-2657
R4.5.1

本社住所
物品の販売（車両類（建設機械））役務の
提供等（車両整備（建設機械））

386 R4.2.4 育栄管財㈱
代表取締役
月舘　学

三沢市栄町一丁目31番地3808号 0176-53-6678

物品の販売（その他機器類、その他）役務
の提供等（建物管理等各種保守管理、そ
の他）①建物清掃・管理②電気・冷暖房等
設備保守③給食業務④消防設備保守⑤

388 R4.2.4 マルマンコンピュータサービス㈱
代表取締役
長内　睦郎

弘前市宮川三丁目5番地2 0172-33-5166

物品の販売（電子計算機類）役務の提供
等（情報処理、ソフトウェア開発、その他）
事務用品-OA機器　電子計算組織係るも
の－データ入力、ｼｽﾃﾑ開発・保守・運

390 R4.2.4 都築電気㈱
代表取締役社長
江森　勲

本ソリューション営
業統括部第一営業
部長　平岡　悦朗

仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-16 022-263-8371 R4.4.1

物品の販売（電子・通信用機器類、電子
計算機類、医療用機器類、事務用機器
類）役務の提供（情報処理、ソフトウェア開
発、賃貸借）

393 R4.2.4 パナソニックコネクト㈱
代表取締役
樋口　泰行

東日本社社長
岩田　一宏

現場ソリューショ
ンカンパニー東
日本社

宮城県仙台市青葉区一番町
二丁目4番1号

022-212-3701 R4.4.1

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
等（ソフトウェア開発、建物管理等各種保
守管理）

394 R4.2.4 ㈲エムシステム
取締役
三浦　実

弘前市大字安原1丁目2番地13 0172-88-5233

物品の販売（電気設備機器、空調用機
器、暖房用機器、その他（券売機、両替
機、自動販売機）小型無人航空機ドロー
ン　役務の提供等（ドローンを使用し航空

402 R4.2.7 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
役務の提供等（建物清掃、受付電話交換
業務、常在警備、機械警備）

406 R4.2.7 　㈱石沢工業
代表取締役
鈴木　健悟

所長
刀祢　健太郎

青森営業所 青森市古館一丁目10-8 017-741-1383

物品の製造、物品の販売（道路標識、ス
ノーポール、視線誘導標等、掲示板、標
示板、自立看板、鋳造銘板等、シート、トロ
フィー、メダル、金銀杯、バッヂ、ネームプ

408 R4.2.7 ㈱会議録研究所
代表取締役
小池　好子

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2
番地34

03-3267-6051 Ｒ4.5.6

物品の製造（その他印刷類）物品の販売
（電気・通信用機器類、電子計算機類）役
務の提供等（情報処理、翻訳・通訳・速
記、ソフトウェア開発、賃貸借）

411 R4.2.7 ㈲三晃ビルサービス
代表取締役
野坂　雅人

青森市大字荒川字柴田191-2 017-729-1471 R4.4.1

物品の販売（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）役務（建物管理等各

412 R4.2.7 ㈱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

物品の販売（消防用品、金物・荒物）役務
の提供等（ビル管理、その他清掃、警備、
消毒・防疫、物品・機器類のレンタリース、
クリーニング、水道メーター検針業務）
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

414 R4.2.7 ㈲ファッションプラザ　とが
代表取締役
斗賀　隆子

上北郡東北町字上笹橋17番地 0175-63-2634

物品の販売（スチール製品、印判、教材、
スポーツ用品、文化用品、時計・カメラ、度
量衡機器、工業用薬品、学校保健機器、
介護・日常生活用品、被服、寝具、染色、

419 R4.2.8 ㈱現代けんこう出版
代表取締役
中野　茂季

東京都墨田区両国一丁目12番8号 03-3846-1088 R4.6.1

物品の製造・販売（図書　啓発用ﾊﾟﾝﾌﾚｯ
ﾄ・ﾘｰﾌﾚｯﾄ等、印刷製本　印刷物の企画・
デザイン）役務の提供等（特定保健指導、
未受診者対策、計画策定、健康講演会・

420 R4.2.8 ㈱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一丁目5番
10号

0178-21-1100
物品の販売（電子計算機類）役務の提供
等（情報処理、ソフトウェア開発）

422 R4.2.8 　北日本計装㈱
代表取締役
桑原　隆則

八戸市城下1-18-3 0178-51-8773

物品の販売　（理化学機械器具－分析・
測定機器、試験検査機器、計量・計測機
器、分析用機器、その他（有害ガス、可燃
性ガス検知器、気象観測装置）産業用電

423 R4.2.8 コマツカスタマーサポート㈱
代表取締役
粟井　淳

所長
木村　健一

東北カンパニー
八戸支店
建機むつ営業
所

むつ市南赤川町15番地16 050-3486-7045 R4.4.1

物品の販売（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）、
役務の提供等（車両整備、防衛用装備品
類の整備）、物品の買受（その他）

427 R4.2.8 　㈱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丁目9-10
コーポパレスＡ101

017-734-8211

物品の販売（厨房用機器　調理器、調理
台、冷蔵庫、食器類）フードプロセッサー、
ブレンダー等、調理備品等、ショーケース
等、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機等、学校、保

428 R4.2.8 ㈱村井商店
代表取締役
村井　利嗣

むつ市大湊浜町14番9号 0175-24-1251

物品の販売（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

430 R4.2.8 　㈱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
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6番2
号
KJビルディング

022-221-7791

物品の製造（電気・通信用機器類、LEDシ
リーズ、各種スポットライト、各種フラッドラ
イト、効果器、アクセサリー、コンソール＆
ディマー）役務の提供（建物管理等各種

435 R4.2.8 ＮＴＴ・ＴＣリース㈱
代表取締役
成瀬　明弘

支店長
石村　隆

東北支店
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1番
2号

022-266-3211

役務の提供（賃貸借：通信機器－電話
機、ＦＡＸ等、ＯＡ機器－パソコン・サーバ・
複写機等、事務機類－事務机・椅子等、
医療機器－医療用機械各種、産業用機

439 R4.2.9 青森リース㈱
代表取締役
久保　洋人

十和田市大字伝法寺字大窪62番地1 0176-28-3111

役務の提供等（賃貸借　自動車、クレーン
付きトラック、建設機材、その他の医療・保
健関連品、普通・軽自動車、トラック、タイ
ヤショベル、仮設ハウス、テント、トイレ、土

440 R4.2.9 ㈱トヨタレンタリース青森
代表取締役
大野　亮

店長
泉澤　佑

むつ店 むつ市下北町1番15号 0175-23-0100 R4.4.1
有償自動車貸渡業、自動車レンタル・リー
ス

442 R4.2.9 　㈱青工
代表取締役
下池　重義

支店長
堀内　健寿

十和田支店 十和田市大字三本木字稲吉13番52号 0176-23-7271 R4.6.1

物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
類、窯業・土石製品類、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

444 R4.2.9 ㈲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番18号 0176-22-1177

物品の販売（事務用品、スチール製品、
書籍、教材、スポーツ用品、文化用品、弱
電機製品、度量衡機器、医療衛生材料、
学校保健機器）

447 R4.2.9 　南部シビルコンサルタンツ㈱
代表取締役
戸來　敏夫

十和田市東五番町7番3-2号 0176-22-9575

役務の提供等（複写業務-トレース、航空
写真・図面制作－図面制作、写図、ドロー
ン撮影（サーモグラフティ撮影）、調査業務
－都市計画関係調査業務、交通関係調

450 R4.2.9
一般財団法人
東北電気保安協会

理事長
春浪　隆夫

事業本部長
日塔　彰

青森事業本部 青森市浜館二丁目13番1号 017-743-0298 R4.3.1

物品の販売（電気設備機器-配電用機械
器具（電源設備機械器具等）、産業用電
気資材機械器具（電動機、電線、配線用
器具等）蓄電池設備等、照明設備機器）

451 R4.2.9 第一物産㈱
代表取締役
冨樫　藤和

支店長
佐藤　修司

八戸支店 八戸市八太郎五丁目21番3号 0178-28-3325
物品の販売（精密機器類、防衛用装備品
類、その他（水道用薬品、凍結防止剤）)
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

452 R4.2.9 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

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、フォーム印刷、
図書類、精密機器類、医療用機器類、事
務用機器類、医薬品・医療用品類、事務

457 R4.2.9 　KSS㈱
代表取締役
深澤　重幸

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番
2号

042-560-2042 物品の販売（事務機器、家具・木工）

459 R4.2.10 工藤電気管理事務所
事業主
工藤　勝行

野辺地町字中小中野36番12 0175-64-7182
役務の提供等（建物管理等各種保守管理
-自家用電気工作物電気保安管理）

461 R4.2.10 　日東通信㈱
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
物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類）役務の提供等（賃貸借、建物
管理等各種保守管理）

466 R4.2.10
　㈱北日本ウエスターン商
事

代表取締役
小倉　聡

宮城県仙台市宮城野区扇町3-9-10 022-286-1137
役務の提供等（調査・研究、建物管理等
各種保守管理、その他）、産業廃棄物収
集運搬、TVカメラ調査

467 R4.2.10 セコム㈱
代表取締役社長
尾関　一郎

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 03-5775-8475
物品の販売（医療用機器類、その他機器
類、その他）、役務の提供等（建物管理等
各種保守管理、その他）

470 R4.2.10 　㈱NJS
代表取締役社長
村上　雅亮

所長
新井山　幹樹

青森出張所 青森市中佃1丁目27-35 017-763-5871
役務の提供等（調査・研究、情報処理、ソ
フトウェア開発）

472 R4.2.10 三八五観光㈱
代表取締役社長
田中　義弥

むつ支店長
奥瀬　義人

むつ支店 むつ市小川町2丁目3-32 0175-22-1188

役務の提供等（旅行代理店・旅行業に係
る企画・コース作成、予約・手配・斡旋、添
乗業務、国内外のホテル・旅館の手配・斡
旋、旅客自動車運送の手配・斡旋、保険

474 R4.2.10 ㈱県南環境
代表取締役社長
横手　幸年

十和田市大字相坂字高清水80-3 0176-22-1541 Ｒ4.6.20
役務の提供等（貯水槽清掃、環境測定、
水質検査）

479 R4.2.10 　フルテック㈱
代表取締役社長
古野　重幸

支店長
加藤　一剛

青森支店 青森市中佃1丁目3番6号 017-742-4567
物品の販売（分煙システム「トルネックス」、
駐輪ラック）役務の提供（建物管理等各種
保守管理「自動ドア」）

483 R4.2.14 ㈱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番地728 017-739-6431

物品の製造・販売（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、事務用品類）、役務の提供（広
告・宣伝、情報処理）

485 R4.2.14 ㈲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番650 017-788-3851

物品の販売（機械器具-消防用品、消防
車、保安用品、消防まとい自社製作、修
理・災害用排水ポンプ、被服、染色-懸垂
幕、横断幕、旗、腕章、安全靴　道路標識

487 R4.2.14 　昱機電㈱
代表取締役
中川　崇

所長
稲葉　直人

向洋電機事業
所
青森営業所

青森市大字筒井字八ツ橋73-8 017-738-1311

物品の販売（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：
水道施設用ポンプ、受変電設備、発電
機、流量計他各種計測機器）、役務の提

491 R4.2.14 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

物品の販売（暖房用器具－ストーブ・エア
コン等、建築材料－鉄蓋他土木資材全
般、化学薬品－配水管洗浄剤、消石灰
他、水道用資材－上下水道パイプ・継

495 R4.2.14  タニコー㈱
代表取締役
谷口　秀一

所長
川村　秀樹

八戸営業所 八戸市八太郎2-9-72 0178-20-1171

物品の製造(非鉄金属・金属製品類、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、その他機器類)物品
の販売(衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮

497 R4.2.14 　ＯＫＩクロステック㈱
代表取締役
竹内　敏尚

コンストラクション部
部長　尾下　光春

東北支社別館
宮城県仙台市青葉区一番町3丁目1番
1号

022-263-3681

物品の販売（電気・通信用機器類、事務
用機器類、事務用品類、電話交換機）、役
務の提供（建物管理等各種保守管理、消
防無線保守点検、ハードウェア保守）
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

499 R4.2.14 　　エイト技術㈱
代表取締役
佐藤　富一

八戸市城下2-9-10 0178-47-2121 役務の提供（写真・製図、調査・研究）

504 R4.2.14 　ナブコシステム㈱
代表取締役社長
内田　正則

支店長
黒川　啓則

青森支店 青森市西大野5-7-8 017-762-7253
物品の販売（自動ドア用部品）、役務の提
供（建物管理等各種保守管理）

505 R4.2.14 ㈲青森消防設備
代表取締役
千葉　進

青森市赤坂一丁目2番2号 017-741-1150 物品の販売（車両類、その他機器類）

506 R4.2.14 ㈱中央事務器
代表取締役
黒田　祥貴

青森市中央2丁目4番6号 017-734-6061
物品の販売（事務用機器類、事務用品
類）

508 R4.2.14 青森綜合警備保障㈱
代表取締役
柿﨑　忠俊

所長
小倉　一二三

むつ営業所 むつ市大曲3丁目9番6号 0175-22-5901 R4.6.3

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、その他機器
類、警察用装備品類、その他）、役務の提
供（賃貸借、建物管理等各種保守管理、

512 R4.2.14 八戸通運㈱
代表取締役
髙林　秀典

八戸市城下一丁目1番9号 0178-22-0202

役務の提供（運送、機密書類出張断裁処
理、産業廃棄物収集運搬、特別産業廃棄
物収集運搬、旅行業、倉庫業、通関業、
機械器具設置工事業）

514 R4.2.14 ㈱レンタルのニッケン
代表取締役
南岡　正剛

所長
笹谷　孝俊

六ケ所営業所
上北郡六ケ所村大字尾駮字野附213-
4

0175-72-3945

物品の販売（車両類・一般・産業用機器
類・電気・通信用機器類・精密機器類・そ
の他（土木・建設機械関連））役務の提供
等（広告・宣伝・会場等の借上げ・賃貸借）

516 R4.2.14 　㈱京谷電気
代表取締役社長
髙橋　誠

八戸市北白山台2-8-23 0178-27-6303

映像・音響機器、空調機器、照明器具、通
信機器、電池（乾電池を除く）、その他（太
陽光発電システム）、防災用品、防災機
器、産業用電気機械・部品、配管・配電

517 R4.2.14 青森県図書教育用品（株）
代表取締役
今泉　規史

弘前市大字外崎3丁目3番地22 0172-27-8811

物品の販売（被服・その他繊維製品類、窯
業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、
図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、
家具・什器類、一般・産業用機器類、電

519 R4.2.14 　㈱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 岩手県盛岡市本宮1-5-22 019-656-5077
物品の販売（厨房機械器具、食器・調理
用品類）

521 R4.2.14 大新東株式会社
代表取締役
森下　哲好

東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3 03-6373-4760
役務の提供（運送　自家用自動車運行管
理、スクールバス運行管理）

524 R4.2.14 ㈱大坂組
代表取締役社長
大坂　憲一

青森市大字諏訪沢字岩田51番地1 017-726-2461
物品の販売（ドローン、水中ドローンの販
売）ドローンを使用しての水中・航空撮影

525 R4.2.15 ㈱ほくとう
代表取締役
川村　雄蔵

支店長
青木　俊彦

むつ支店 むつ市仲町13番2号 0175-22-0252

物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
類、車両類、その他輸送・搬送機械器具
類、一般・産業用機器類、土木・建設・建
築材料）役務の提供（賃貸借）

526 R4.2.14
一般社団法人
日本家族計画協会

理事長
三橋　裕行

東京都新宿区市谷田町１丁目10番地 03-3269-4727
物品の販売（印刷・製本（母子健康手帳、
予防接種手帳）、図書・書籍、教材、医療
用品、記念品・雑貨、標識、防災用品）

528 R4.2.14
(一財）青森県薬剤師会食
と水の検査センター

理事長
寺田　憲司

青森市大字野木字山口164番地43 017-762-3620
役務の提供（環境調査（大気・水質・騒音・
ダイオキシン等）検査（貝毒、放射能・検
便・衛生調査）

530 R4.2.14 北新機材㈱
代表取締役
中村　昭芳

むつ市横迎町二丁目21番12号 0175-22-8540

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、非鉄金属・金
属製品類、車両類、その他輸送・搬送機
械器具類、船舶類、家具・什器類、一般・

12



受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

531 R4.2.15 佐藤電気管理事務所
代表
佐藤　則夫

上北郡東北町大字上野字山添24-4 0176-56-5028 役務の提供（建物管理等各種保守管理）

532 R4.2.15 ㈲林田スポーツ
取締役
林田　寛幸

上北郡東北町字塔ノ沢山66番地の1 0175-63-3685
物品の販売（学校用品、体育用品・器具、
スポーツ用品、遊具・器具の取付・点検、
テント、旗・記章、懸垂幕）

534 R4.2.15 ㈲サニタ環境
代表取締役
浅木　尚樹

青森市大字高田字川瀬238番地8 017-729-0653 役務の提供（建物管理等各種保守管理）

537 R4.2.15 いすゞ自動車東北㈱
代表取締役
川浪　正人

所長
森田　英治

青森支社
むつ営業所

むつ市大曲3丁目41 0175-22-3215 R4.4.1
物品の販売（車両類）役務の提供（車両整
備）

541 R4.2.15 ㈱ウェルクル
代表取締役
田中　学

札幌支店
札幌市中央区大通西9丁目3番33号
キタコーセンタービルディング8Ｆ

011-233-5662

物品の販売（電子出版物類、医療用機器
類、事務用機器類）役務の提供（その他）
保健情報に関する電子書籍集、健診デー
タ分析支援ソフト・特定保健指導等支援ソ

542 R4.2.15 ㈱カナモト
代表取締役
金本　哲男

所長
菅　雄祐

むつ営業所
むつ市大字田名部字赤川ノ内並木
114-1

0175-23-5553

物品の販売（非鉄金属・金属製品類、車
両類、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、
事務用機器類、その他機器類、事務用品

543 R4.2.15 ㈱TKC
代表取締役
飯塚　真規

栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 028-648-2111

物品の販売（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）TASKクラウドサービス、TASKアウト
ソーシングサービス、パソコン、プリンタ、

547 R4.2.15 　エイ・スィーサービス㈱
代表取締役
神　敏彦

青森市問屋町1-12-2 017-738-7788 R4.5.20 役務の提供（建物管理等各種保守管理）

549 R4.2.15 東北インテリジェント通信㈱
代表取締役社長
齋藤　恭一

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7
番1号

022-799-4201

物品の販売（電気・通信用機器類、電子
計算機類）、役務の提供（情報処理、ソフト
ウェア開発、賃貸借、その他（通信回線
サービスの提供）)衛生携帯端末機、PHS

551 R4.2.15 東洋計器㈱
代表取締役社長
土田　泰正

所長
相内　鉄也

青森営業所 八戸市東白山台2-35-1-B102 0178-80-7112 物品の製造・販売（水道メーター）

553 R4.2.15 　㈱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）

562 R4.2.16 新明和アクアテクサービス㈱
代表取締役
石川　貞仁

所長
池田　紀洋

青森ステーショ
ン

青森市桂木4-4-4 017-721-3500 R4.6.14

物品の販売（ポンプ等水処理関連機器及
び部品）役務の提供（ポンプ等水処理機
器の保守、修理）水中ポンプ、水中エア
レータ、水中ミキサー、スクリーン、ブロワ

564 R4.2.16 ㈱青森共同計算センター
代表取締役
石岡　一彦

青森市第二問屋町三丁目10番26号 017-771-1111

物品の販売（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
機器類、精密機器類、事務用機器類、そ

568 R4.2.16 　㈱清掃テクノサービス
代表取締役
中嶋　満

八戸市城下4-12-5 0178-43-1578

役務の提供（浄化槽維持管理清掃、分離
槽及汚水桝等清掃、委託塵芥収集運搬
処理、事業所系廃棄物収集運搬、産業廃
棄物収集運搬処理、下水道TVカメラ調

570 R4.2.16 　㈱清掃センター
代表取締役
笹垣　陽子

八戸市城下4-12-5 0178-43-1829

役務の提供（浄化槽維持管理清掃、下水
道管渠清掃、道路・側溝水路等清掃、下
水道TVカメラ調査、貯水槽保守点検・清
掃、ビル・庁舎等清掃、設備機器修繕、下

574 R4.2.16 青森日野自動車㈱
代表取締役
築山　治郎

所長
小田桐　聡伸

十和田営業所 十和田市大字大沢田字池ノ平29番地2 0176-27-3450 R4.5.31
物品の販売（車両類）役務の提供（車両整
備）自動車部品、用品、その他
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

576 R4.2.16 ㈱アール・エー・ビー企画
代表取締役
鷲尾　正人

青森市第二問屋町三丁目2番35号 017-739-1671

物品の販売（電子出版物類）役務の提供
（広告・宣伝、会場等の借り上げ、電子出
版、その他）テレビ・ラジオ番組、ＣＭ等の
企画、制作、放送、オンライン配信

579 R4.2.16 　㈱日新技術コンサルタント
代表取締役社長
柴田　功

所長
和田　浩揮

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（調査・研究、情報処理、その
他）

580 R4.2.16 中部上北清掃㈱
代表取締役
藤嶋　崇

上北郡東北町大字新舘字八幡54番地
5

0176-62-9520
役務の提供（ビル管理、施設管理、その他
清掃、営繕・修理、消毒・防疫）

581 R4.2.16
三井住友ファイナンス＆
リース㈱

代表取締役
橘　正喜

東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 03-5219-6400

役務の提供（賃貸借、医療機器、電子計
算機リース、電子計算機レンタル、事務用
機器、風力発電、建設等機械器具類、そ
の他賃貸業務全般）

585 R4.2.16
　㈱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

物品の販売（電気・通信用機器類、その他
機器類（業務用生ごみ処理機）役務の提
供（その他：業務用生ごみ処理機保守点
検）

589 R4.2.16  (有)東日本環境保全工業
代表取締役
三橋　和代

所長
三橋　紀胤

青森営業所
青森市長島2丁目8番1号
アネックス長島2階

017-752-0106

物品の販売（消防用品、消防車、保安用
品、その他（空気呼吸器、小型動力ポンプ
付積載車）被服、染色、その他（防寒、半
天）給水車、道路標識、スノーポール、ス

591 R4.2.16 ㈱東北漏水
代表取締役
高橋　俊彦

宮城県仙台市太白区長町八丁目11番
25号

022-247-8346
役務の提供（調査・研究（上水道漏水調
査）、その他（上水道漏水調査））

593 R4.2.16 　三和シヤッター工業㈱
代表取締役
髙山　盟司

東北企画課長
新田　光春

東北事業部 宮城県仙台市宮城野区扇町1-1-45 022-782-6113
物品の販売（シャッター・ドア・間仕切等の
製造販売）役務の提供（施設管理　シャッ
ター・ドア等の保守点検及び管理業務）

594 R4.2.16 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 上北郡東北町大字大浦字大浦山1-4 0176-56-3171

建設用鋼製計量仮設資材及び関連商
品、物流機器、ユニットハウス、オフィス機
器、イベント用品、介護福祉用具などの総
合レンタル業

596 R4.2.16 佐川急便㈱
代表取締役
本村　正秀

北東北支店長
岩崎　勇人

北東北支店
岩手県盛岡市流通センター北1丁目32
番3号

019-908-2220
役務の提供（運送、引越、特定信書便、美
術品輸送）

598 R4.2.17 　㈱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番地1

0172-62-5508

物品の販売（看板-案内板・掲示板・標示
板・住居表示板等/看板全般、標識、懸垂
幕-幕・のぼり、微章-バッジ・ネームプレー
ト、ネオン、モニュメント、デザイン、イルミ

601 R4.2.17  ㈱河野電気工業
代表取締役
河野　崇

上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保1-
243

0176-55-4662
産業用電気機器、家庭用電気機器、通信
用機器、学校・文化施設機器、配管・配電
材、厨房・バス・トイレ関連用品

602 R4.2.17 ホシザキ東北㈱
代表取締役
今野　浩治

所長
田口　亮

むつ営業所 むつ市下北町10-3 0175-22-2840

物品の販売（厨房用品）役務の提供（その
他）全自動製氷機、業務用冷凍冷蔵庫、
ティーサーバー、リーチイン・ショーケー
ス、生ビールディスペンサー、コーヒー

604 R4.2.17 　東芝通信インフラシステムズ㈱
代表取締役社長
棟方　公輝

所長
片山　広志

東北営業所
宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番
29号

022-217-3750

物品の製造（無線機、監視カメラITV）、物
品の販売（無線機、監視カメラITV、コン
ピュータ）役務の提供（無線・監視カメラ設
備保守点検）

605 R4.2.17 川口印刷工業㈱
代表取締役社長
斎藤　誠

所長
山田　教貴

青森営業所
青森市堤町二丁目1-7
堤町ファーストスクエアビル6F-C

017-721-6520

物品の製造（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、事務用機器類）役務（広告・宣伝、写
真・製図、情報処理、翻訳・通訳・速記、そ

606 R4.2.17 ㈱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、その他：介護用品）福祉用品-車い
す、歩行器、歩行車、介護用ベッド、床ず
れ防止用具　介護用品-紙おむつ用品、
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

610 R4.2.17 　㈲共和防災
代表取締役
工藤　政德

青森市松森3-17-13
タナカビル1階2号室

017-765-1911
物品の販売（消防・防災用品）役務の提供
（施設設備管理）

612 R4.2.17 　㈲環境衛生研究所
代表取締役
井戸端　大輔

むつ市大畑町上野96番地186 0175-34-5410

役務の提供（ビル管理（建物清掃・高架水
槽清掃・給水タンク清掃・配水管清掃・ボ
イラー清掃・電気工作物保守・消防設備
保守・空調保守・特殊機械器具操作管

615 R4.2.17 　 アール・エー・ビー開発㈱
代表取締役社長
山﨑　裕仁

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、電子出版物
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

616 R4.2.17 ㈱佐々木隆蔵商店
代表取締役
佐々木　智之

八戸市江陽四丁目8番18号 0178-22-5101

物品の販売（その他機器類　消防ホース、
消防ポンプ、消火器、消防被服・靴類、消
防用品）役務の提供（建物管理等各種保
守管理　消防設備保守）

619 R4.2.17 トヨタエルアンドエフ青森㈱
代表取締役
小野　大介

所長
小田桐　孝男

青森営業所 青森市第二問屋町四丁目8-32 017-762-1149
物品の販売（車両類）役務の提供（賃貸
借、車両整備）

621 R4.2.17 ㈱O-SSD
代表取締役
種市　安彦

むつ市金曲二丁目7番19号 0175-31-0162

物品の販売（事務・教育用品（事務用品・
事務用機器・特殊事務用機器・スチール
製品・印判・スポーツ用品）・電気機械器
具（弱電機製品、電気設備機器、情報処

622 R4.2.17 ㈱システムディ
代表取締役
藤田　雅己

京都府京都市中京区烏丸通三条上る
場之町603番地

075-256-7777
物品の販売（自社-校務支援、公会計、施
設管理システム等ソフトウェア）富士通、ｈｐ
等（サーバ等ハードウェア）

625 R4.2.18 　㈱ゼンリン
代表取締役
髙山　善司

所長
桑迫　俊行

青森営業所
青森市長島2丁目25-1
太陽生命青森ビル5F

017-777-6261

物品の製造（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、事務用機器類、その他）、物品の販売
（図書類、電子出版物類、紙・紙加工品

632 R4.2.18  ㈲野辺地産業振興協会
代表取締役
山口　浩司

上北郡野辺地町字一ノ渡46-11 0175-64-7431

物品の販売（食品・日用雑貨の販売）役務
の提供（1.解体リサイクル業、2.一般廃棄
物収集運搬業、3.産業廃棄物収集運搬
業）

633 R4.2.18 みちのくリース㈱
代表取締役
浅利　健一

部長
楠美　壮孝

本店営業部 青森市橋本一丁目4番10号 017-776-2355 R.4.6.27

役務の提供（賃貸借）、賃貸借及び販売：
電算機および関連機器、通信機器、事務
用機器、医療機器、土木建設機械、製材
機械、産業機械、営業車輌および自家用

634 R4.2.18 ㈱うさぎや
代表取締役
小坂　敬一朗

上北郡野辺地町字野辺地1番地18 0175-64-4195

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、
フォーム印刷、その他印刷類、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、

638 R4.2.18 ヤンマーアグリジャパン㈱
代表取締役
渡辺　丈

支店長
高山　明人

野辺地支店 上北郡野辺地町字鳴沢50-23 0175-64-4516
物品の販売（その他輸送・搬送機械器具
類、一般・産業用機器類、その他機器類、
その他（農業機械、除雪機）

639 R4.2.18 日本水道サービス㈱
代表取締役
斉藤　尚隆

山形県米沢市万世町桑山1549番地7 0238-28-0028
役務の提供（測定・調査・分析　漏水調
査）

640 R4.2.18 山二システムサービス㈱
代表取締役
西村　幸彦

秋田県秋田市仁井田新田二丁目16番
13号

018-839-7834
物品の販売（電子計算機類、医療用機器
類）、役務の提供（情報処理、ソフトウェア
開発）

641 R4.2.18 ㈱東北議事録センター
代表取締役
花角　潤一

宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目
18番21号

022-252-7456

役務の提供（情報処理、翻訳・通訳・速
記、会議録（議事録）作成、テープ（音声
データ）等反訳（おこし）、速記、会議録検
索システム全般及び関連業務全般、議会

643 R4.2.18 　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

物品の販売（工作機械及び産業機械類　
真空ポンプ、油圧ポンプ、薬液注入ポン
プ、塩素用ポンプ、ボイラー、軟水器、純
粋器、焼却炉等、資材・乳剤類　ボイラー・
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年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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支店等名 所　　　在　　　地 電　話　番　号

許　可　区　分

645 R4.2.18 　㈱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
物品の販売（土木・建設・建築材料）役務
の提供（建物管理等各種保守管理、その
他）

648 R4.2.18
㈱アール・エー・ビーサー
ビス

代表取締役
内山　千早

青森市佃一丁目2番11号 017-743-8686
物品の販売（その他印刷類、その他）、役
務の提供（広告・宣伝、その他）

652 R4.2.18 　アジア航測㈱
代表取締役
畠山　仁

所長
松本　光一

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

物品の製造（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、その他）物
品の販売（その他印刷類、電子出版物

654 R4.2.21 　㈱善知鳥防災
代表取締役
荒川　猛

青森市原別2-2-1 017-736-8014
物品の販売（電気設備機器、消防用品、
消防車、保安用品、消防自動車）、役務の
提供（ビル管理　消防設備保守）

656 R4.2.21 　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、土木・建設・建築材
料）建築金物、木材、塩ビ管、バルブ・弁
類、トヨドレン、トヨドレンダブル、コンクリー
ト製品、鋼矢板、ワイヤーロープ・金網、マ

657 R4.2.21
社会福祉法人
青森県コロニー協会
青森コロニー印刷

理事長
横内　正秋

青森市大字幸畑字松元62番地3 017-738-2021
物品の製造（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）、役務の提供（情報処理・電子出版）

658 R4.2.21 ㈲日本一安い罠の店
代表取締役
三重野　丈一

大分県由布市挾間町来鉢2996番地2 097-583-6767
物品の販売（電気止め刺し、くくり罠、大型
箱罠、小動物用箱罠、発信機/受信機、ウ
インチ、その他部品など）

661 R4.2.21 　北海道地図㈱
代表取締役
小林　毅一

所長
周藤　利通

青森営業所
青森市長島2丁目13番1号
アクア青森スクエアビル

017-777-9193

物品の製造、物品の販売（その他印刷
類、図書類、電子出版物類）役務の提供
（広告・宣伝、写真・製図、情報処理、ソフ
トウェア開発、その他）

663 R4.2.21 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番地1115 0173-69-5311 役務の提供（建物管理等各種保守管理）

665 R4.2.21 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）

668 R4.2.21
青森三菱ふそう自動車販
売㈱

代表取締役
佐々木　眞

所長
小山内　具視

青森営業所
むつ出張所

むつ市大平町3-3 0175-24-2121
物品の販売（車両類）、役務の提供（車両
整備）、物品の買受け（その他）

669 R4.2.21 ㈱エービッツ
代表取締役社長
奈良　秀則

青森営業所長
村中　満

青森営業所 青森市新町2-6-25 017-752-8830

物品の販売（フォーム印刷、紙・紙加工品
類、電子計算機類、事務用機器類、事務
用品類、その他（パソコン用ソフト）)、役務
の提供（情報処理、ソフトウェア開発、賃貸

672 R4.2.21 　システム企画設計㈱
代表取締役
鈴木　徹男

宮城県仙台市宮城野区東仙台5-21-
67

022-291-5173 物品の販売（電気・通信用機器類）

675 R4.2.21 ㈱ニッコク
代表取締役
御法川　法男

所長
高野　節夫

青森営業所 青森市小柳一丁目19-20 017-744-2715
物品の製造（精密機器類）物品の販売（精
密機器類）

678 R4.2.21 　芝管工㈱
代表取締役社長
鈴木　茂

青森市自由ケ丘2-3-3 017-744-2211

役務の提供（建物管理等各種保守管理）
各種点検・保守　機械設備、空調設備、消
防設備、貯水槽保守点検　清掃　貯水槽
清掃

681 R4.2.21 　㈱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、その
他（骨材））、役務の提供（運送、産業廃棄
物処分等）、物品の買受け（古物）
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年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
建　設　業　等　の　種　類番号 会　　社　　名
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684 R4.2.21 　理水化学㈱
代表取締役
森川　浩

支店長
阿部　和友

北東北支店 盛岡市本宮三丁目51番2-201号 019-656-4577 R4.4.1
役務の提供（浄水施設設備機器保守点
検）

687 R4.2.21
キャノンシステムアンドサ
ポート㈱

代表取締役
平賀　剛

部長
山本　雅樹

青森営業部
むつ営業所

むつ市下北町1-12 0175-22-0192

複合機・ｺﾋﾟｰ（賃貸借含む）、ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝ
ﾀ、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ、大判ﾌﾟﾘﾝﾀ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶ
ﾒﾗ､双眼鏡､ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、ﾊﾟｿｺﾝ､計
算機､ｽｷｬﾅｰ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｻｰﾊﾞ､ｿﾌﾄ､事

691 R4.2.21 　環境緑花工業㈱
代表取締役
山谷　文子

八戸市大字河原木字千刈田12-5 0178-20-3400

苗木・種子（植木苗、花苗等）、産廃物処
理（産業廃棄物収集運搬（木くず等）、害
虫駆除（樹木薬剤散布）、立木伐採等業
務（樹木選定、伐根、伐採）

694 R4.2.21 　㈱河原木電業
代表取締役
河原木　琢也

八戸市江陽2-11-13 0178-45-2100

物品の販売（産業用電気機器　・発電機
（非常用・防災用等）・モーター類・自動制
御装置（部品含む）・受配電設備・無停電
電源装置、配管・配電材（電線管・電線）、

696 R4.2.21 　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
物品の販売（電気・通信用機器類、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）消火器、感知器

701 R4.2.21 ㈱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（衣服・その他繊維製品類、一
般・産業用機器類、精密機器類、医療用
機器類、警察用装備品類、防衛用装備品
類、その他（工業薬品試薬類、消防防災

702 R4.2.21 アイテック㈱
代表取締役
前田　幸治

支店長
齋藤　拓真

東北支店
宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1
番65号　いちご花京院ビル8号

022-217-0020
本社住所
R4.3.28

役務の提供（下水道処理場・ポンプ場等
運転維持管理、浄水場・排水設備等運転
維持管理、ごみ処理場・破砕設備等運転
維持管理、機械設備等保守点検・修繕）

704 R4.2.21 ワタキューセイモア㈱
代表取締役
村田　清和

所長
小川　和人

八戸営業所 八戸市大字河原木字浜名谷地76-373 0178-28-8121

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、家
具・什器類、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）、役務の提供（賃貸

711 R4.2.22 ㈱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（建物管理等各種保守管理）
ビル管理（建物清掃、貯水槽清掃、受付
電話交換業務、室内環境測定）警備（常
駐警備、プール管理）消毒・防疫（害虫等

713 R4.2.22 　六ヶ所エンジニアリング㈱
代表取締役
附田　妙子

上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮22
番地259

0175-73-2277
物品の販売（ノン・ハロゲンシート）役務の
提供（ボイラー点検）

714 R4.2.22 ㈱シバタ医理科
代表取締役
尾形　慎哉

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

物品の販売（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、そ
の他）、役務の提供（賃貸借）

716 R4.2.22 ㈱アクアテック
代表取締役
長尾　彰

所長
河瀬　直之

関東営業所
東京都品川区南品川四丁目4番17号
品川サウスタワー

03-6271-0168

役務の提供（調査・研究、建物等維持管
理）配水池清掃点検、浄水池清掃点検、
取水口清掃点検、管内清掃点検、沈殿池
清掃点検、内視鏡カメラによる管内調査、

720 R4.2.22 　扶桑電通㈱
代表取締役
有冨　英治

所長
阿部　一博

青森営業所 青森市長島2丁目13番1号 017-775-2031

物品の販売（電子出版物類・紙・紙加工品
類・電気・通信用機器類・電子計算機類・
事務用品類）・役務の提供等（情報処理・
ソフトウェア開発・賃貸借・建物管理等各

722 R4.2.22 ㈱青森電子計算センター
代表取締役
八島　勝

青森市大字三内字丸山393番地270 017-761-5303
R4.2.18

役員変更

物品の販売(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）、役務の提供

724 R4.2.22
青森県消防防災設備管理
協同組合

代表理事
太田　義彦

青森市大字大野字金沢5番地の56 017-762-2012

物品の販売（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）（消防用設備保守点検、エレベー
ター保守点検）

725 R4.2.22 ㈱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13番14号 0175-23-8111
物品の販売（窯業・土石製品類・一般・産
業用機器類・土木・建設・建築材料）
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728 R4.2.22 　昭和電気㈱
代表取締役
佐竹　宣俊

上北郡七戸町字荒熊内149番地5 0176-62-2506

物品の販売（弱電機製品、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

732 R4.2.22 　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3-16-8 022-378-5733 ビル管理（エレベーター保守）

737 R4.2.24 関東文化財振興会㈱
代表取締役
宮田　和男

茨城県筑西市布川1012番地 0296-28-7737
役務の提供（写真・製図、調査・研究、そ
の他）

739 R4.2.24 東北化学薬品㈱
代表取締役
東　康之

所長
西堀　渉

むつ小川原営
業所

上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮22
番255

0175-73-2271

物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
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、医療
用機器類、その他機器類、医薬品・医療

741 R4.2.24  ㈱中西製作所
代表取締役
中西　一真

所長
石川　真吾

青森営業所 青森市中佃ニ丁目18-20 017-762-7581 物品の製造、販売（その他機器類）

743 R4.2.24 　㈱NTT東日本-東北
代表取締役
滝澤　正宏

支店長
越智　徹二

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、各種ネットワーク機
器）、役務の提供（調査・研究、情報処理、

745 R4.2.24 　東日本電信電話㈱
代表取締役
井上　福造

支店長
越智　徹二

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、各種ネットワーク機
器）、役務の提供（調査・研究、情報処理、

748 R4.2.24 ㈱フジマック
代表取締役
熊谷　光治

所長
蝦名　亮二

青森営業所
青森市青柳1丁目8番19号
日扇共同ビル

017-721-4171 R4.5.20 物品の販売（その他機器類）

751 R4.2.24 ㈱ビジネスサービス
代表取締役社長
山下　雄二

支店長
関　直也

青森支店 青森市大字浜田字豊田156番地2 017-762-0231

物品の販売（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
機器類、精密機器類、事務用品類、その

756 R4.2.24 日成ビルド工業㈱
代表取締役
上田　秀樹

所長
田村　元樹

青森営業所
青森市古川2-20-3
朝日生命青森ビル8F

017-721-1520 役務の提供（賃貸借）

759 R4.2.24 　㈱東酸
代表取締役社長
葛西　信二

所長
古林　勝義

野辺地営業所 上北郡野辺地町字切明15-4 0175-64-6882

物品の製造（医薬品・医療用品類）、物品
の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴム・
皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、非鉄金属・金属製
品類、車両類、燃料類、家具・什器類、一

760 R4.2.24 地中エンジニアリング㈱
代表取締役
光岡　宗德

所長
七海　栄治

東北営業所
宮城県仙台市青葉区国見六丁目23-
23-101

022-725-6256
役務の提供（調査・研究、その他（漏水調
査））

761 R4.2.24 ㈱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

物品の販売（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
等）、医療用機器類（たん吸引機、補聴器
等）、その他（介護用機器類、介護用品、

762 R4.2.24
アイ・シー・シーコンピュ
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
物品の販売（電子計算機類）、役務の提
供（ソフトウェア開発）

763 R4.2.24 ㈱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

物品の製造（電気・通信用機器類、精密
機器類、その他機器類、その他）、役務の
提供（写真・製図、建物管理等各種保守
管理）

765 R4.2.24 ㈱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、情報処理機
器の保守点検修理等）

18



受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

768 R4.2.24 　㈲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
物品の販売（防災設備、保安用品、消防
用品）役務の提供（建物管理等各種保守
管理）

770 R4.2.24 　フジ地中情報㈱
代表取締役
深澤　貴

支店長
森　淳

北東北支店 岩手県盛岡市高松二丁目17番24号 019-663-3366

役務の提供（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）水道料金収納関連、水道メータ検
針、上下水道施設等運転管理、浄水場運

775 R4.2.24 　㈱みちのくクボタ
代表取締役社長
荻野　伸充

店長
高田　隆俊

横浜店 横浜町字三保野109-3 0175-78-2057

物品の販売（車両類・農業用機械「トラク
タ、田植機、コンバイン、ミニバックホー、
フォークリフト等」・自動車「普通自動車、
軽自動車、軽トラック等」）一般・産業用機

777 R4.2.24 　㈱ハムシステム庄内
代表取締役
佐藤　公俊

山形県酒田市両羽町6-4 0234-24-3422

物品の販売（電気・通信用機器類）コン
ピュータ（パソコン）、映像・音響機器（ワイ
ヤレスシステム、アンプ、放送設備スピー
カー）通信機器（市町村防災行政無線、

778 R4.2.24 ENEOSグローブエナジー㈱
代表取締役
八子　敦夫

所長
赤平　浩一郎

北日本支社
むつ支店
むつ横浜営業
所

横浜町字屋敷形35-8 0175-78-2232 R4.4.1

物品の販売（燃料類、電気・通信用機器
類、その他機器類）家庭用電気器具、燃
料、冷暖房機器、ガス器具、厨房機器、業
務用電気機器

780 R4.2.25 ファウンテン㈱
代表取締役
小泉　國雄

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎1157 0175-74-3309

物品の販売（車両類、その他輸送・輸送機
械器具類、その他）自動車部品及び付属
品の販売「自動車、特殊車両、車両用品」　
役務の提供（賃貸借）

784 R4.2.24 　ランドブレイン㈱
代表取締役
吉武　祐一

事務所長
黒川　朋広

仙台事務所 宮城県仙台市青葉区本町1-12-30 022-716-0633

役務の提供（広告・宣伝「イベント企画・運
営等」、調査・研究「市場調査、環境関係
調査、観光関係調査、農林漁業関係調
査、総合計画等各種計画策定等」、情報

787 R4.2.24 ㈱テクノス
代表取締役
佐々木　伸夫

八戸市北白山台2丁目4番23号 0178-27-6565

物品の製造（その他印刷、紙・紙加工品
類、その他）・役務の提供（広告・宣伝、写
真・製図、その他）印刷、催事関係、映像・
ビデオ制作、広告代理、看板・プレート、

788 R4.2.24 ㈱JECC
取締役社長
桑田　始

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 03-3216-3962
役務の提供（情報処理、賃貸借）、物品の
買受（その他）

789 R4.2.24 ㈱山健
代表取締役
工藤　雅生

所長
三戸　真也

青森営業所 青森市第二問屋町4丁目9-3 017-739-4300

物品の販売（資材（骨材「砂、砕石、真砂
土、生コンクリート」・その他二次製品
「ヒューム管、推進管、側溝、側溝蓋、境界
杭」）

790 R4.2.24 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

青森市浪打二丁目11番17号 017-763-5015 物品の販売（車両類）

792 R4.2.24 日本会計コンサルティング㈱
代表取締役
吉岡　和守

東京都港区東新橋一丁目5番2号 03-6686-8629 役務の提供（その他）

798 R4.2.24 大和産業㈱
代表取締役
岩瀬　豊美

佐賀県佐賀市高木瀨西1丁目5番19号 0952-30-5792

役務の提供（広告・宣伝、会場等の借り上
げ、賃貸借）催事関係　催事企画・運営
（イベントの企画・運営）催事会場設営（イ
ベント設営業務）その他（イベントの会場設

799 R4.2.24 ㈱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（衣服・その他繊維製品類・
紙・紙加工類・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・医療用機器類・事

800 R4.2.24 三谷コンピュータ㈱
代表取締役社長
後　淳也

福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地
1-13

0776-67-8005

物品の販売（フォーム印刷・電気・通信用
機器類・電子計算機類・その他機器類）・
役務の提供等（情報処理・ソフトウェア開
発・賃貸借）

802 R4.2.24 ミザック㈱
代表取締役
柾木　隆弘

支店長
山崎　慶祐

東京支店
東京都千代田区内幸町一丁目3番3号
内幸町ダイビル803

03-6206-6900
役務の提供（建物管理等各種保守管理、
その他（下水道処理施設等の運転維持管
理））
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年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

804 R4.2.24 山王㈱
代表取締役
深水　弘一

営業所長
西濱　聡志

関東営業所 埼玉県熊谷市三ヶ尻3072 048-594-9146
物品の販売（道路舗装補修材　オレンジ
パッチ）

805 R4.2.25 谷川環境衛生開発㈱
代表取締役社長
谷川　聡

むつ市新町41番1号 0175-22-2659

役務の提供（建物管理等各種保守管理：
浄化槽保守点検及び清掃業、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、一般廃棄物処理施設

807 R4.2.25 　東日本ライナー㈱
代表取締役
三上　亮人

青森市大字新城字山田675-4 017-788-8890

物品の販売（看板、標識、保安用品、融雪
（防塵）剤、塗装、買受　土木建設機械、
車輌、リース　仮設材リース、その他リース
（保安用品））、役務の提供（規制機材設

809 R4.2.25 　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業、空気
調和設備機器等保守点検、ボイラーの点
検整備

813 R4.2.25 日本調理機㈱
代表取締役
齋藤　有史

所長
花田　雅晴

東北支店
青森営業所

青森市合浦二丁目6番49号 017-752-6183

物品の製造・販売（その他機器類）厨房機
械器具　食器洗浄機、熱風消毒保管庫、
各種調理機、ライスボイラー、冷凍冷蔵
庫、保冷庫、冷凍冷蔵設備、流し台、調理

816 R4.2.25 　㈱環境工学
代表取締役
葛西　和彦

弘前市大字城東中央三丁目4番地17 0172-28-2161

物品の販売（機械器具-特殊機器-焼却
炉、ポンプ、その他（有毒ガス探知器、各
種フィルター類等）医療・計測機械器具-
理化学器具-理化学分析機器、公害測定

817 R4.2.25 東奥防災㈱
代表取締役
工藤　龍一

青森市西滝3丁目21番10号 017-752-6961

物品の販売（特殊自動車-消防自動車-消
防ポンプ自動車・小型動力ポンプ用積載
車　消防・防災用品-ホース-消防用ホー
ス・消化栓ホース　消防可搬ポンプ、消火

821 R4.2.25
㈱内田洋行ITソリューション
ズ

代表取締役
新家　俊英

所長
小林　義雄

東北支店
青森営業所

青森市古川2丁目20番3号
朝日生命青森ビル7F

017-777-3461
物品の販売（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、賃貸借）

822 R4.2.25 ㈲東和微生物検査所
代表取締役
前田　晶

岩手県盛岡市南仙北二丁目8番29号 019-635-6151
役務の提供（その他）腸内細菌検査、ノロ
ウイルス検査

826 R4.2.25 　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番地
370

0176-23-4351

役務の提供（・下水道管渠浚渫清掃及び
テレビカメラ調査・修繕　・処理施設等の
各槽の清掃及び脱臭装置、水処理装置
等のろ材交換　・産業廃棄物収集運搬

827 R4.2.25 共立寝具㈱
代表取締役
久保　弘之

弘前市門外4丁目3-47 0172-32-6926

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、家具・什器類、
医療用機器類、警察用装備品類、防衛用
装備品類、その他）役務の提供等（賃貸

828 R4.2.25 ㈲キクチクリーニング
代表取締役
菊池　正光

むつ市柳町4丁目3番3号 0175-23-5305

物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、家具・什器類、
医療用機器類、警察用装備品類、防衛用
装備品類、その他）役務の提供（賃貸借）

830 R4.2.25 ㈱永木精機
代表取締役
永木　祥弘

副工場長
吉田　光弘

六ヶ所村工場
上北郡六ヶ所村大字平沼字二階坂92
番1号

0175-75-3455

物品の製造・販売（非鉄金属・金属製品
類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・
産業用機器類、精密機器類、医療用機器
類、医薬品・医療用品類、防衛用装備品

831 R4.2.25 正善商事㈱
代表取締役
一戸　秀則

青森市問屋町一丁目6番22号 017-738-2450
物品の販売（衣服・その他繊維製品類、ゴ
ム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類、紙・紙加工品
類、事務用品類、その他)

836 R4.2.25 日産プリンス青森販売㈱
代表取締役
伊藤　一隆

店長
住吉　洋治

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

837 R4.2.25 東奥マネジメント㈱
代表取締役
佐々木　聡

青森市石江四丁目1番地2 017-781-3311 役務の提供（賃貸借）
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年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
建　設　業　等　の　種　類番号 会　　社　　名

代　表　者　名
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840 R4.2.25 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番5号 017-738-4506

物品の販売（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

841 R4.2.25 ㈱ニチイ学館
代表取締役
森　信介

東京都千代田区神田駿河台二丁目9
番地

03-3291-2121

物品の販売（その他（・介護用機器・用品）
役務の提供（調査・研究（医療費・特定健
診データ分析、柔道整復・鍼灸療養費支
給申請書内容調査）、情報処理（国保レセ

844 R4.2.25 フジテコム㈱
代表取締役
森山　慎一

支店長
山本　裕司

北日本支店 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 022-222-2011
物品の販売（精密機器類）、役務の提供
（調査・研究）

845 R4.2.25 ㈲古沢清掃社
代表取締役
古澤　謙一

野辺地町字石神裏6番地の28 0175-64-2959 役務の提供（建物管理等各種保守管）

846 R4.2.25 ㈱小彌太
代表取締役
小瀬川　弘樹

岩手県花巻市愛宕町3番12号 0198-22-3066
物品の製造（特殊印刷、標識、看板、旗、
記章、懸垂幕、その他）

850 R4.2.25 ㈱西衡器製作所
代表取締役
西　秀記

青森市新町二丁目6番20号 017-773-1311

物品の販売（家具・什器類、電気・通信用
機器類、機密機器類、事務用機器類、事
務用品類）役務の提供（賃貸借、各種計
測機器保守点検）

852 R4.2.28 日幸商會
代表取締役
武田　正晃

所長
長井　裕文

青森営業所 青森市大字幸畑字唐崎29番20 017-764-5211
物品の販売（非鉄金属・金属製品類）水道
資材

858 R4.2.28 第一法規㈱
代表取締役
田中　英弥

東京都港区南青山二丁目11番17号 03-3404-2251
物品の製造、販売（その他印刷類、図書
類、電子出版物類）、役務の提供（調査・
研究、情報処理、ソフトウェア開発）

860 R4.2.28 　日東イシダ㈱
代表取締役社長
鍋島　功

所長
太田　剛

八戸営業所 八戸市大字新井田字小久保尻16-1 0178-30-1175

物品の販売（流通用-自動計量・包装・値
付機、ラベルプリンター、POSレジ・システ
ム、対面用電子計算ハカリ、一般用商業
用ハカリ、枝肉掛計量機、伝票発行処理

866 R4.2.28 　　エヌエス環境㈱
代表取締役
須磨　重孝

支店長
古舘　忠

青森支店 青森市大字浜田字玉川347番地 017-739-0451

物品の販売（その他機器類（微酸性次亜
塩素水の噴霧器ほか関連機器等)、その
他（日酸性次亜塩素酸水等））、役務の提
供（調査・研究（放射線測定、ｱｽﾍﾞｽﾄ測

871 R4.2.28 　美和電気工業㈱
代表取締役社長
山本　裕

所長
上村　誠

青森営業所 青森市西大野5丁目1-2 017-762-3851

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・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

873 R4.2.28 　ハマダ電気
事業主
濵田　万亀雄

むつ市大畑町南町14-1 0175-34-5044 役務の提供（建物管理等各種保守管理）

874 R4.2.28 ㈲青森ケアサプライ
代表取締役
三浦　勲

青森市篠田1丁目22番23号 017-761-2111
物品の販売（介護用品機器類、介護用
品）

875 R4.2.28 ㈱メフォス
代表取締役
岡田　泰紀

東京都港区赤坂2丁目23番1号 0172-55-8539 役務の提供等（その他　給食業務）

877 R4.2.28 　NECネッツエスアイ㈱
代表取締役
牛島　祐之

所長
横山　聡

青森営業所 青森市本町一丁目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）・役務の提供等（ソフト
ウェア開発・賃貸借・建物管理等各種保守
管理）

880 R4.2.28 　㈱産業公害・医学研究所
代表取締役
関口　知生

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

役務の提供等（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・
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受　付

年月日 本　　社 支　店　等 大臣・知事 一般・特定
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

881 R4.2.28 ㈱日本サポートサービス
代表取締役
海瀬　光雄

東京都千代田区神田駿河台二丁目9
番地　駿河台フジヴュービル

03-3291-6943

役務の調査等（調査・研究、その他（医事
業務、保健指導関連業務、労働者派遣業
務、梱包及び発送等業務、倉庫保管業
務）

882 R4.2.28 ㈱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番地1 017-728-2011

物品の販売（日用雑貨）、役務の提供（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）

883 R4.2.28 ㈱サンスイ
代表取締役
秋山　博和

支店長
大村　雅樹

東北支店
宮城県仙台市若林区若林1丁目2番43
号

022-355-2470

役務の提供（「調査部門」漏水調査、水圧
測定、管内洗浄作業、相関調査、漏水量
測定調査、不明管探知、管体環境調査、
河川、軌道等横断管路調査、配水管付属

885 R4.2.28 ㈱金入
代表取締役
金入　健雄

支店長
石戸谷　正彦

青森支店 青森市第二問屋町三丁目3番34号 017-739-9001

物品の販売（印刷機、複写機、複合機、プ
リンター、パソコン、FAX、電話機、その他
上記関連機器類、文具、事務消耗品、
机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネッ

888 R4.2.28 　㈱ナガワ
代表取締役社長
髙橋　修

所長
木村　裕

青森営業所 青森市平新田字池上11-110 017-726-5850

物品の製造、物品の販売（事務用品、事
務機器（電話機、ファックス、複写機、印刷
機、OA周辺機器、スチール家具）インテリ
ア用品、寝具（室内装飾品、畳、上敷類、

895 R4.4.20 株式会社Kubera
代表取締役
山本　大輝

宮城県仙台市青葉区国分町3丁目6番
11

022-796-9070

物品の販売（一般・産業用機器類、電気・
通信用機器類、事務用機器類）業務用エ
アコン、LED照明、複合機　役務の提供等
（賃貸借、建物管理等各種保守管理）業

896 R4.4.25
㈱エヌ・ティ・ティ・データ経
営研究所

代表取締役社長
山口　重樹

東京都千代田区平河町二丁目7番9号 03-3221-7011 R4.6.14

役務の提供（情報処理-電算処理業務、ソ
フトウェア開発、講習会・講師派遣、システ
ムコンサルティング　企画・制作-イベント
の企画経営、映画・ビデオ・広告製作、事

898 R4.5.16 ㈱三浦商店
代表取締役
三浦　れえ

むつ市大曲二丁目13番32号 0175-22-1710

物品の販売（日用品類-家庭用雑貨等、
清掃用品、ゴミ袋、その他　食料品類-食
料、飲料等　介護用品-おむつ、尿取り
パット等）

899 R4.5.19 ㈲サンコー資材
代表取締役
高橋　史典

五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-12 0173-35-8635
物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
類、紙・紙加工品類）食品包装容器・ラッ
プ・衛生用品・ゴミ袋

900 R4.5.26 ㈱サクラダ
代表取締役社長
成田　桂一

青森市野木字野尻37-706 017-739-0202
物品の販売（ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
類、紙・紙加工品類）

901 R4.6.3 ㈱スマートバリュー
代表執行役
渋谷　順

DivManager
大脇　正人

クラウドイノベー
ションDivision

大阪市中央区道修町三丁目6番1号
京阪神御堂筋ビル14階

06-6227-5563

役務の提供等（広告・宣伝-広告代理、イ
ベント　情報処理-ハードウェア保守点検、
インターネット業務、データ処理　ソフト
ウェア開発-ソフトウェア開発、システム保

902 R4.7.19 ㈲北東ビル管理
代表取締役
種市　貴史

上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附333
番地

0175-72-3522
役務の提供等（建物管理等各種保守管
理）
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