
整理番号 商号又は名称 本　店　所　在

1 アース・クリーン㈱ 五所川原市金木町芦野234-44

2 ㈲アート印刷 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-7

3 相内はんこ店 五所川原市金木町朝日山420-28

4 ㈱愛工電設 五所川原市金木町芦野84-176

5 ㈲アイ・コーポレーション 五所川原市大字神山字境山26-34

6 ㈲あおもり家電 五所川原市字一ツ谷544-1

7 朝日印刷 五所川原市字鎌谷町516-35

8 ㈲芦野清掃 五所川原市金木町芦野216-5

9 あすか鮮魚店 五所川原市字布屋町4

10 ㈲アトリエ久光 五所川原市大字水野尾字懸樋40-1

11 ㈱アネスコ 五所川原市字新宮町84-5

12 ㈱荒井興業 五所川原市大字沖飯詰字鴻ﾉ巣283

13 ㈲荒関生花店 五所川原市字大町501-3

14 ㈲アレンヂフラワー 五所川原市中央四丁目123

15 ㈲池田石油 五所川原市大字太刀打字馬繋23-4

16 石岡サービス 五所川原市大字唐笠柳字村崎240-5

17 ㈲石岡石油 五所川原市大字野里字野岸8-3

18 ㈲いしどや生花店 五所川原市金木町朝日山418-3

19 ㈲磯辺自動車商会 五所川原市字下平井町112-2

20 ㈲一鷹 五所川原市大字小曲字沼田6-8

21 伊藤商店 五所川原市大字広田字柳沼118-12

22 ㈲伊南商事 五所川原市金木町芦野413

23 いなみ文具 五所川原市磯松磯野211-1

24 ㈲今井自動車工業 五所川原市大字稲実字米崎65-12

25 ㈱いわや薬局 五所川原市字新町74

26 ㈱上田金物店 五所川原市字大町508-11

27 上原ガス設備㈱ 五所川原市字鎌谷町122-1

28 エクトム㈱ 五所川原市大字金山字竹崎182-5

29 ㈲海老屋印刷 五所川原市大字沖飯詰字帯刀6-6

30 ㈱M＆CO. 五所川原市幾世森147

31 ㈲エムエコ 五所川原市神山字殊ﾉ峰95-13

32 江良商店 五所川原市大字湊字船越309-1

33 ㈱美味心房 五所川原市大字稲実字米崎68-5

34 ㈲扇屋辻商会 五所川原市字大町506-6

35 ㈱応電社 五所川原市字田町20

36 大佐賀工芸 五所川原市金木町川倉七夕野84-776

37 太田自動車 五所川原市太田山の井441

38 オートショップ　ヒラヤマ 五所川原市金木町菅原433-4

39 大谷消火器店 五所川原市みどり町四丁目63

40 ㈱奥野 五所川原市字田町194-27

　物品等競争入札参加資格者名簿　(市内）
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41 尾崎印判店 五所川原市字田町171

42 ㈲尾崎自動車商会 五所川原市字栄町62-1

43 ㈱尾崎タクシー 五所川原市字新町90

44 ㈲長内工務所 五所川原市字雛田117番地41

45 ㈱小山内車輌 五所川原市大字広田字榊森7-12

46 ㈲小山内電設 五所川原市金木町嘉瀬端山崎2-11

47 ㈲長内電設工業 五所川原市大字原子字山元64-3

48 ㈱小田桐建設 五所川原市大字広田字下り松14-1

49 小田桐自動車 五所川原市大字川山字森内36-1

50 小田桐建具店 五所川原市字錦町1-16

51 お茶のさんのへ 五所川原市字敷島町9-1

52 小野クリーニング店 五所川原市字旭町60

53 小野商会 五所川原市大字一野坪字緑石3

54 小山石油 五所川原市字栄町20

55 ㈱カーテック 五所川原市大字沖飯詰字帯刀400番地8

56 カーメイクツシマ 五所川原市金木町嘉瀬萩元662-2

57 角田靴・スポーツ店 五所川原市金木町朝日山429

58 角田精肉店 五所川原市金木町朝日山503

59 ㈲角浩小林商店 五所川原市金木町朝日山350

60 笠井建材 五所川原市松島町七丁目36

61 葛西自動車商会 五所川原市中央三丁目137

62 ㈲葛西畜産 五所川原市大字七ツ館字虫流85-6

63 ㈲金木衛生社 五所川原市金木町沢部50-4

64 ㈲金木観光タクシー 五所川原市金木町朝日山387-4

65 ㈲金木浄化槽センター 五所川原市金木町芦野84-706

66 ㈱カネモ長内呉服店 五所川原市金木町朝日山459

67 川浪自動車工業 五所川原市大字藻川字蟹下106-1

68 ㈱川浪米穀 五所川原市字錦町1-20

69 ㈱環境技研 五所川原市大字姥萢字船橋52-100

70 ㈲環境美化 五所川原市大字藻川字村崎607-2

71 ㈲菊地シート商会 五所川原市字敷島町6-4

72 菊地鉄工所 五所川原市金木町菅原257-10

73 北津軽森林組合 五所川原市字鎌谷町523番地13

74 北日本資源開発㈱ 五所川原市金木町喜良市千莉29-2

75 ㈱北未来物産 五所川原市大字原子字紅葉7-3

76 ㈲ギフトセンター研新 五所川原市金木町芦野234-9

77 木村室内 五所川原市大字唐笠柳字藤巻277-2

78 ㈱木村石油 五所川原市大字広田字柳沼54-1

79 木村石油店 五所川原市十三深津244

80 木村茶舗 五所川原市字大町505-12

2/8



整理番号 商号又は名称 本　店　所　在

　物品等競争入札参加資格者名簿　(市内）

81 ㈱木村燃料 五所川原市字錦町1-12

82 ㈲共栄紙工 五所川原市大字米田字八ッ橋161-4

83 ㈲共栄自動車工業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻149

84 共和石油㈱ 五所川原市字田町104-1

85 くしびき写真店 五所川原市字本町25-14

86 工藤クリーニング店 五所川原市相内岩井81-210

87 ㈱工藤工務所 五所川原市字敷島町64

88 工藤精肉店 五所川原市字旭町20-10

89 ㈲工藤鉄工所 五所川原市字栄町53-3

90 ㈲工藤土木 五所川原市相内204-1

91 工藤木工所 五所川原市金木町芦野200-889

92 ㈲クボタ七和商会 五所川原市大字豊成字田子ノ浦54-3

93 ㈲グリーンジャパン 五所川原市大字漆川字鍋懸49-1

94 ㈲クリーン山田 五所川原市大字稲実字稲葉108

95 くるま屋中村 五所川原市相内岩井81-344

96 ㈲クローバー商事 五所川原市大字豊成字田子ノ浦81-1

97 黒川建設 五所川原市脇元赤川137

98 黒川石油 五所川原市金木町嘉瀬萩元262-5

99 黒滝メンテナンス 五所川原市金木町朝日山418-4

100 桑田自動車整備工場 五所川原市金木町喜良市坂本443

101 (一社)謙心会 五所川原市大字金山字竹崎182-6

102 広陽ビルサービス㈲ 五所川原市大字七ツ館字虫流50-44

103 ㈲幸和 五所川原市大字湊字千鳥147

104 ㈱小枝設備工業 五所川原市大字姥萢字桜木296-2

105 ㈲古川商会 五所川原市大字高野字広野131-3

106 ㈲古川部品 五所川原市金木町朝日山416-4

107 越野環境整備 五所川原市十三深津7

108 五所川原印刷㈱ 五所川原市字柳町8

109 ㈱五所川原エフエム 五所川原市字東町17-5

110 五所川原ガス㈱ 五所川原市大字唐笠柳字藤巻611

111 五所川原交通㈱ 五所川原市字鎌谷町504-2

112 五所川原仕出しセンター 五所川原市若葉二丁目9-2

113 ㈲五所川原総業 五所川原市大字小曲字枝村11-5

114 ㈱五所川原日産自動車商会 五所川原市大字姥萢字船橋240-4

115 ごしょつがる農業協同組合 五所川原市大字野里字奥野100

116 ㈱こせき 五所川原市字岩木町16

117 小関精肉店 五所川原市松島町四丁目105

118 ㈲ことぶき造園 五所川原市大字野里字牧ノ原90-2

119 ㈱小林金物店 五所川原市字大町506-20

120 ㈲小松商事 五所川原市大字神山字境山72
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121 ゴムのごとう・木靴 五所川原市字柏原町63-1

122 ㈲今自動車商会 五所川原市金木町嘉瀬萩元227-6

123 斎藤でんき 五所川原市金木町嘉瀬端山崎184-2

124 さかえ自動車整備工場 五所川原市大字姥萢字桜木290-3

125 ㈱さかもと青果 五所川原市大字広田字柳沼65-10

126 ㈱坂本光組 五所川原市大字飯詰字清野85-1

127 ㈲佐々木石油 五所川原市大字七ツ館字鶴ケ沼156-20

128 ㈲笹山石油 五所川原市磯松磯野277-1

129 ㈲佐藤商会 五所川原市金木町沢部272-1

130 ㈲サンコー資材 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-12

131 ㈱サン･コーポレーション 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-18

132 ㈲サンセイ住設 五所川原市大字姥萢字桜木288-20

133 ㈲三善スポーツウェア 五所川原市字布屋町39-1

134 ㈲三和園芸土木 五所川原市大字七ツ館字虫流91-3

135 ㈲サンワオート 五所川原市相内28

136 市浦タイヤサービス 五所川原市相内201-2

137 ㈲市浦タクシー 五所川原市相内岩井81-387

138 七商 五所川原市大字姥萢字桜木297-4

139 合名会社 嶋口木工所 五所川原市字上平井町37

140 嶋谷建具店 五所川原市字錦町1-19

141 十三貨物自動車㈱ 五所川原市太田山の井280-296

142 十三漁業協同組合 五所川原市十三羽黒崎133

143 シューズきむら 五所川原市字大町505-12

144 ㈱昭和プロパン商会 五所川原市字蓮沼6-8

145 白川総合商会 五所川原市金木町芦野365-705

146 シラカワ内装 五所川原市金木町蒔田桑元548-1

147 じん住宅設計事務所 五所川原市字新町63-1

148 ㈲新生サービス 五所川原市大字梅田字福浦138-10

149 須﨑興業 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野41-1

150 ㈲ステージテック 五所川原市大字唐笠柳字皆瀬9

151 ㈲成巧社 五所川原市字旭町40

152 清野自動車 五所川原市大字稲実字米崎52-11

153 ㈲西北印刷 五所川原市大字稲実字米崎49-3

154 ㈱西北機器ｻｰﾋﾞｽ 五所川原市字元町50-1

155 西北機工 五所川原市字一ツ谷548-10

156 西北五管工事業協同組合 五所川原市大字漆川字浅井113-15

157 ㈱西北五クリーン社 五所川原市大字姥萢字桜木412-1

158 ㈱西北五浄化槽管理センター 五所川原市字鎌谷町525-18

159 ㈱青北産業 五所川原市金木町川倉七夕野84-1185

160 ㈲西北石油商会 五所川原市大字太刀打字早蕨52-3
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161 ㈱西北総合ドライクリーニングセンター 五所川原市大字小曲字豊里7-2

162 ㈱セーフティサービス 五所川原市大字広田字榊森61-9

163 石州園 五所川原市金木町芦野200番地863

164 鮮魚飛鳥 五所川原市字鎌谷町139

165 ㈲千光電気工事店 五所川原市字新宮町75-7

166 総合衣料やぎさわ 五所川原市十三深津213

167 ㈱大丸古川 五所川原市大字小曲字沼田5-1

168 ㈲高直 五所川原市金木町朝日山263

169 ㈲高橋電業 五所川原市大字藻川字蟹下69-23

170 高松こめや 五所川原市字弥生町5

171 竹内建設 五所川原市字下平井町205-2

172 たけみ文具店 五所川原市字栄町17-4

173 ㈱田中管材 五所川原市大字稲実字米崎47-1

174 田中自動車整備 五所川原市大字飯詰字福泉213

175 ㈲たむら商店 五所川原市金木町朝日山204

176 ㈲たむら文具 五所川原市大字稲実字米崎118-9

177 ㈲千葉電装工業 五所川原市大字広田字柳沼60-7

178 ㈲中央商会 五所川原市松島町六丁目15

179 ㈱ツガル 五所川原市大字梅田字薄井8

180 ㈲東日流衛生サービス 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406

181 ㈱津軽車輌サービス 五所川原市大字金山字竹崎171番地1

182 ㈲津軽清掃 五所川原市字下平井町215-1

183 津軽石油販売㈱ 五所川原市字鎌谷町518-10

184 ㈱東日流農産 五所川原市大字水野尾字懸樋307

185 ㈱ツシマ技建 五所川原市金木町芦野365-219

186 ㈲対馬自動車商会 五所川原市大字一野坪字朝日田181-2

187 ㈱鶴常書店 五所川原市字上平井町73

188 ㈱つるや 五所川原市字田町187-8

189 ㈲でまち商会 五所川原市字田町187-21

190 寺田石材店 五所川原市大字金山字盛山48-4

191 寺田建具店 五所川原市大字漆川字浅井128-3

192 でんきのサイトー 五所川原市金木町朝日山299

193 ㈲天坂歯科技研 五所川原市大字石岡字藤巻55-2

194 ㈲電匠工業 五所川原市十三深津132

195 ㈲天龍 五所川原市字敷島町49-1

196 ㈱東北グリーンシステム 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406

197 ㈱東北興産 五所川原市金木町嘉瀬端山﨑267-737

198 ㈱トーサム 五所川原市相内実取287-1058

199 トータルデザイン看板工房 五所川原市金木町喜良市中富田8-5

200 ㈲トール 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406
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201 土岐ストーブ 五所川原市金木町嘉瀬端山崎63

202 時計・めがね・宝石のｼﾗｶﾜ・ﾌﾞｯｸｽﾉｱ 五所川原市金木町沢部468-1

203 外崎畳店 五所川原市大字長橋字広野234-5

204 外﨑鉄工所 五所川原市金木町朝日山476-2

205 ㈱外崎配管設備 五所川原市字烏森582

206 中川電気商会 五所川原市金木町朝日山387-8

207 永沢精肉店 五所川原市字錦町1-8

208 ならよね商店 五所川原市相内69-1

209 ㈱成田建設 五所川原市相内8

210 成田商店 五所川原市相内55-1

211 成田豆腐店 五所川原市字幾島町28-3

212 ㈱成長ストア 五所川原市字敷島町34

213 ㈱日通プロパン五所川原販売所 五所川原市字東町10

214 ネクスト　アイ 五所川原市原子字紅葉7-3

215 合同会社　農すてーしょん 五所川原市大字広田字榊森53-1

216 ㈱ノース・みらい 五所川原市金木町蒔田桑元97-45

217 野宮精肉店 五所川原市金木町朝日山277-4

218 バードワン 五所川原市字幾島町49-5

219 ㈱パール 五所川原市字田町35

220 橋本タイヤー店 五所川原市字敷島町63-2

221 ㈲羽藤商事 五所川原市字寺町64

222 原電装工業所 五所川原市字烏森505

223 ハンコの葛西 五所川原市字本町34

224 ハンコのごとう 五所川原市字布屋町40

225 ㈱半田硝子建材 五所川原市大字広田字榊森54-64

226 ㈱美秀園 五所川原市大字神山字野岸81-5

227 平山文具店 五所川原市字布屋町26

228 平山　睦子 五所川原市字一ツ谷542-2

229 ㈲フクシ 五所川原市大字高野字北原148-1

230 福士豆腐店 五所川原市字下平井町159

231 ㈱藤久らばんでりあ 五所川原市字中平井町125

232 ㈱藤産業 五所川原市大字金山字竹崎182-6

233 フジタ環境整備㈱ 五所川原市中央四丁目98

234 ㈲不二屋製菓 五所川原市字錦町1-101

235 ㈱プラス 五所川原市字田町121-2

236 ㈱文芸印刷 五所川原市大字唐笠柳字藤巻467

237 文昭堂事務機販売 五所川原市大字松野木字福泉154

238 ㈲豊金工業 五所川原市金木町芦野200-1041

239 ㈲北斗オフセット 五所川原市字幾世森32-7

240 ㈲北都観光 五所川原市大字福山字広富48-9
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241 ㈱北武開發生コンクリート(十三観光) 五所川原市十三深津209

242 ㈲ボディーショップかとう 五所川原市大字漆川字浅井34-6

243 堀内材木店 五所川原市字新町66

244 ほりうち輪業 五所川原市大字高野字広野8-2

245 ㈱ホンダセンターナリコー 五所川原市中央六丁目48

246 ㈲前田建材 五所川原市金木町嘉瀬端山崎267-708

247 前田自動車商会 五所川原市金木町芦野250

248 蒔田　正信 五所川原市金木町芦野84-447

249 ㈲又一荒関商店 五所川原市金木町朝日山252

250 ㈱又上佐々木呉服店 五所川原市字柏原町3

251 又上電気㈱ 五所川原市字敷島町1-5

252 ㈲松橋左官 五所川原市大字長橋字橋元73-68

253 松山オートサービス 五所川原市大字梅田字平野33

254 ㈲松山プロパン商会 五所川原市字新宮町82-3

255 ㈲まやま 五所川原市字大町508-3

256 ㈱丸英でんき 五所川原市字末広町30-43

257 ㈲マル五衛生社 五所川原市字元町13

258 ㈱丸三毛内商店 五所川原市字布屋町41

259 マルスイ㈱ 五所川原市大字広田字柳沼65-2

260 丸葉電気商会 五所川原市相内95

261 ㈱丸広 五所川原市大字浅井字西広128-3

262 ㈲マルヨ 五所川原市字布屋町37

263 三浦建築 五所川原市相内露草80-2

264 三浦自動車工業 五所川原市大字鶴ケ岡字川袋169-2

265 三浦車体 五所川原市大字飯詰字福泉4-3

266 ㈲三浦石油商会 五所川原市字栄町16

267 三浦ドライクリーニング店 五所川原市金木町朝日山420-20

268 三上石油店 五所川原市金木町喜良市千刈66-1

269 三和ドライクリーニング店 五所川原市相内岩井81-304

270 陸奥印刷㈱ 五所川原市字元町83-4

271 陸奥高圧ガス㈱ 五所川原市字栄町50

272 ㈲村元水道工業 五所川原市磯松磯野153-1

273 ㈲もめんや　つしま 五所川原市大字高野字柳田330-3

274 ㈲安田自動車鈑金 五所川原市大字広田字柳沼82番地2

275 安田商店 五所川原市字下平井町54

276 ㈲山川商店 五所川原市字新宮町67-3

277 ㈱山口水道建設 五所川原市字中平井町1-2

278 山崎電気商会 五所川原市金木町芦野83-3

279 山田電器 五所川原市みどり町一丁目1

280 ㈲ヤマト 五所川原市大字神山字山越61-1
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281 ㈲山中水道 五所川原市金木町玉水200-1

282 ㈲ヤマホ竹鼻製麺所 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-8

283 ㈲山本スポーツ 五所川原市字本町2-2

284 ㈱山ヨ一戸商店 五所川原市字田町9

285 ㈲ユウコーポレーション 五所川原市字雛田198-1

286 株式会社　雄飛 五所川原市大字浅井字種取90

287 米塚自動車 五所川原市金木町嘉瀬萩元148-1

288 米谷商店 五所川原市相内202-1

289 よろずプランマー 五所川原市大字持子沢字笠野前287-1

290 ㈲わかばクリーン 五所川原市字烏森510番地

291 ㈲わによし 五所川原市字大町1
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