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本 店 所 在

1 ㈱アーキジオ

富山県高岡市西藤平蔵581

2 ㈱アークネットワークサービス

青森県青森市栄町一丁目12-4

3 ㈱アース・フューチャー

青森県青森市大字幸畑字唐崎52-11

4 ㈱アースワーク

長野県長野市大字柳原2361番地12

5 アール･エー･ビー開発㈱

青森県青森市第二問屋町三丁目2-35

6 ㈱アール･エー･ビー企画

青森県青森市第二問屋町三丁目2-35

7 ㈱アール･エー･ビーサービス

青森県青森市佃一丁目2-11

8 ㈱ＲＧリージャン

青森県つがる市柏桑野木田福井18-4

9 ㈲アイエス建物管理

青森県弘前市大字和泉二丁目15-5

10 アイ・エム・サービス㈱

東京都港区芝大門二丁目11-1

11 ㈱アイ･シーメディカル

青森県弘前市大字袋町32

12 愛知時計電機㈱

愛知県名古屋市熱田区千年一丁目2-70

13 ㈱アイ･ティー･ビー

青森県弘前市大字小比内四丁目6-16

14 アイテック㈱

大阪府大阪市北区梅田三丁目3-10

15 ＩＢＪＬ東芝リース㈱

東京都港区虎ノ門一丁目2-6

16 ㈱アイ・ユー・ケイ

東京都文京区西片一丁目17番8号

17 葵工業㈱

宮城県仙台市宮城野区大梶10-15

18 青い森國土保全協同組合

青森県つがる市木造越水屏風山3

19 あおぎんリース㈱

青森県青森市古川一丁目16-16

20 青森ｴｺｻｲｸﾙ産業協同組合

青森県青森市安方二丁目11-9

21 青森オフセット印刷㈱

青森県青森市本町二丁目11-16

22 ㈱青森共同計算センター

青森県青森市第二問屋町三丁目10-26

23 ㈱青森クリーン

青森県むつ市大字奥内字二又22

24 (公財)青森県学校給食会

青森県青森市大字横内字神田7-2

25 社会福祉法人 青森県コロニー協会青森コロニー印刷 青森県青森市大字幸畑字松元62-3
26 青森県消防防災設備管理協同組合

青森県青森市大字大野字金沢5-56

27 ㈱青森建設工業社

青森県青森市大字横内字亀井278-1

28 企業組合青森県中高年雇用福祉事業団

青森県青森市青柳一丁目8-13

29 (一社)青森県薬剤師会

青森県青森市浪打一丁目16-17

30 (一財)青森県予防医学協会

青森県弘前市大字堅田一丁目1-13

31 青森港運㈱

青森県青森市大字三内字丸山393-214

32 ㈲青森消防設備

青森県青森市赤坂一丁目2-2

33 青森スズキ自動車販売㈱

青森県青森市大字新城字平岡397-20

34 青森設備工業㈱

青森県青森市篠田三丁目10-2

35 青森綜合警備保障㈱

青森県青森市第二問屋町三丁目1-63

36 ㈱青森ダイハツモータース

青森県青森市大字石江字岡部85-3

37 青森千代田㈱

青森県上北郡六ケ所村大字尾鮫字弥栄平1-90

38 ㈱青森電子計算センター

青森県青森市大字三内字丸山393-270

39 青森トヨタ自動車㈱

青森県青森市合浦二丁目19-23

40 青森ドライケミカル㈱

青森県青森市港町二丁目6-12

1/19

平成３０年度 物品等競争入札参加資格者名簿 (市外）
整理番号

商号又は名称

本 店 所 在

41 青森ノーミ㈱

青森県青森市第二問屋町一丁目7-2

42 青森日野自動車㈱

青森県青森市大字野木字山口164-82

43 ㈲青森ヒューム

青森県八戸市大字長苗代字上碇田48-1

44 ㈲青森防災

青森県青森市大字浪館字泉川23-35

45 青森ホーチキ㈱

青森県青森市自由ケ丘二丁目16-21

46 青森三菱自動車販売㈱

青森県青森市大字新城字平岡397-20

47 青森三菱電機機器販売㈱

青森県青森市中央一丁目23－4

48 青森三菱ふそう自動車販売㈱

青森県青森市大字石江字江渡83-1

49 青森三八五流通㈱

青森県青森市大字新城字平岡160-576

50 青森ヤクルト販売㈱

青森県青森市大字石江字岡部69

51 青森油化工業㈱

青森県青森市大字駒込字蛍沢379-8

52 青森ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ㈱

青森県青森市大字戸門字山部28-8

53 青森ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱

青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字野附1-38

54 秋田印刷製本㈱

秋田県秋田市御所野湯本二丁目1-9

55 秋田基準寝具㈱

秋田県秋田市八橋字イサノ6-1

56 秋田東北商事㈱

秋田県秋田市卸町四丁目8-9

57 ㈱秋田東北ダイケン

秋田県秋田市中通二丁目2番32号 山二ビル５Ｆ

58 昱機電㈱

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1

59 ＡＣＭＯＳソーシングサービス

東京都千代田区神田小川町三丁目26-8

60 アクリーグ㈱

栃木県小山市大字外城81-9

61 ㈱アケア

青森県八戸市北インター工業団地三丁目2-88

62 浅野環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱

東京都台東区元浅草二丁目6-6

63 アサヒプリテック㈱

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21

64 アジア航測㈱

東京都新宿区西新宿六丁目14-1 新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ

65 アシスト㈱

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310

66 ㈱アシストワンエナジー

北海道札幌市中央区北４条西２丁目1-1

67 ㈱アスコ大東

大阪府大阪市中央区南本町三丁目6-14

68 アズビル金門㈱

東京都豊島区北大塚一丁目14-3

69 ＡＺＵＭＡＳＫＩＬＬ

青森県弘前市城東中央二丁目4-11

70 ㈱アディスミューズ

東京都足立区南花畑一丁目15-16

71 ㈱アテナ事務機

宮城県仙台市青葉区中江一丁目15-1

72 ㈱アトラスプランニング

青森県弘前市泉野三丁目7-8

73 ㈱アピール

青森県平川市館山上亀岡26

74 アマノ㈱

神奈川県横浜市港北区大豆戸町275

75 ㈱新井商会

青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字北浮田町字今須154番地45

76 ㈱アルカ

長野県小諸市甲49-15

77 ALSOKあんしんケアサポート㈱

東京都大田区山王一丁目3-5

78 安全企画㈱

青森県青森市新田二丁目25-13

79 イオンディライト㈱

大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2

80 ㈱池田

秋田県由利本荘市川口字八幡前261
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81 石垣ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱

東京都千代田区丸の内一丁目6-5

82 ㈱石沢工業

青森県弘前市大字神田二丁目4-20

83 いすゞ自動車東北㈱

宮城県仙台市宮城野区中野四丁目10-14

84 ㈱ヰセキ東北

宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2

85 ㈱一測設計

岩手県一関市萩荘字竹際33-5

86 一冨士フードサービス㈱

大阪府大阪市北区梅田三丁目3-20

87 ㈱伊藤鉱業

青森県つがる市木造若竹13

88 ㈱イビソク

岐阜県大垣市築捨町三丁目102

89 ㈱イリエ

青森県青森市大字安田字近野366-6

90 ㈱医療開発研究所

東京都新宿区西新宿二丁目3-1 新宿モノリス18階

91 ㈱岩崎

東京都大田区西蒲田八丁目1-11

92 ㈱イン・エックス

東京都文京区西片一丁目17-8 ＫＳビル６階

93 ㈱インタラック北日本

岩手県盛岡市中央通一丁目11番17号

94 ㈲ヴァネッチャ企画

千葉県千葉市花見川区検見川町一丁目669-20 ララ検見川204

95 ㈱ヴィクトリア

東京都千代田区神田小川町三丁目４番地2

96 ヴェオリア・ジェネッツ㈱

東京都港区海岸三丁目20-20 ﾖｺｿｰﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾜｰ

97 ㈱ウェルクル

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号 サン北浜ビル４階

98 ㈱ウォーターエージェンシー

東京都新宿区東五軒町3-25

99 ㈱ウォーターテック

東京都港区芝浦三丁目16-1

100 ㈱内田洋行ITソリューションズ

東京都港区新橋六丁目1-11

101 ㈱善知鳥防災

青森県青森市原別二丁目2-1

102 エア・ウォーター防災㈱

兵庫県神戸市西区高塚台三丁目2-16

103 ㈱エイエスワイ

青森県青森市岡造道二丁目17-4

104 ㈱栄研

青森県弘前市大字藤野一丁目4-1

105 ｴｲ･ｽｨｰｻｰﾋﾞｽ㈱

青森県青森市問屋町一丁目12-2

106 エイトウイング㈱

青森県弘前市大字田園四丁目1-1

107 永薬品商事㈱

岩手県奥州市水沢区字高屋敷24-1

108 ㈱エーアイサイン

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡82-1

109 ㈱Ａ－テレコム

青森県弘前市大字駅前三丁目5-1

110 ㈱エービッツ

青森県青森市新町二丁目6-25

111 ㈱エーワイサービス

青森県青森市富田四丁目21-18 浜Ⅰ3号

112 エーワン保全㈱

青森県つがる市富萢町屏風山1-1115

113 エクナ㈱

岩手県盛岡市中央通一丁目6-30

114 ㈱エコ・ホワイト

青森県弘前市大字北園二丁目11-30

115 エコユニット㈱

東京都江戸川区中央一丁目18-12-603

116 ㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング

東京都港区海岸一丁目11-1

117 ＳＢＳロジコム㈱

東京都墨田区太平四丁目1-3

118 江渡商事㈱

青森県青森市問屋町一丁目11-15

119 ㈱エドビ

東京都中央区築地五丁目6-10

120 NECキャピタルソリューション㈱

東京都港区港南二丁目15-3
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121 ＮＥＣソリューションイノベータ㈱

東京都江東区新木馬一丁目18-7

122 ＮＥＣネッツエスアイ㈱

東京都文京区後楽二丁目6-1

123 エヌエス環境㈱

東京都港区芝公園１丁目２番９号

124 ＮＴＴ－ＡＴエムタック㈱

東京都新宿区新宿二丁目13-12

125 ＮＴＴｿﾙｺ＆北海道ﾃﾚﾏｰﾄ㈱

北海道札幌市中央区南二十二条西六丁目2番20号

126 ㈱ＮＴＴドコモ

東京都千代田区永田町二丁目11-1

127 ㈱ＮＴＴ東日本－東北

宮城県仙台市若林区五橋三丁目2-1

128 NTTファイナンス㈱

東京都港区港南1丁目2番70号

129 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ

東京都港区芝浦三丁目4-1

130 ㈱ＮＴＥＣサービス

北海道札幌市東区北二十五条東十六丁目1-3

131 ENEOSグローブエナジー㈱

東京都千代田区永田町二丁目11-1

132 荏原工業洗浄㈱

神奈川県川崎市川崎区江川一丁目4-1

133 ㈱荏原製作所

東京都大田区羽田旭町11-1

134 ＭＭＣﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

東京都港区芝五丁目34-6

135 ㈱エムケービジネス

青森県青森市大字羽白字沢田76

136 ㈲エムシステム

青森県弘前市安原1丁目2-13

137 ㈱エムティーアイ

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

138 ㈱ＭＤＳ

岩手県盛岡市本宮三丁目34-8

139 ＭＰアグロ㈱

北海道北広島市大曲工業団地六丁目2-13

140 ㈱ＬＳＩメディエンス

東京都千代田区内神田一丁目13-4

141 奥羽クリーンテクノロジー㈱

青森県八戸市豊洲3-19

142 大崎データテック㈱

東京都品川区東五反田2-1-10

143 ㈲大瀬塗装店

青森県弘前市大字石渡四丁目1-3

144 ㈱大平教材社

青森県青森市第二問屋町三丁目5-33

145 ㈱オービス

広島県福山市松永町六丁目10-1

146 小笠原厨房機器サービス

青森県青森市橋本三丁目16-14

147 ㈱小川長春館

広島県福山市引野町五丁目4-23

148 ㈱沖電気ｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ

東京都江東区木場二丁目7-23

149 沖電気工業㈱

東京都港区虎ノ門一丁目7-12

150 ㈱奥崎工業所

青森県青森市堤町二丁目14-1

151 ㈱小倉内装

青森県青森市大字幸畑字阿部野141-7

152 ㈱長内土木造園

青森県つがる市下車力町盛野83

153 ㈱小山内バッテリー社

青森県弘前市大字駅前三丁目5-1

154 ㈱オダギリオート

青森県つがる市稲垣町福富隅田54-1

155 ㈱小田島

岩手県花巻市空港南二丁目18

156 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

東京都渋谷区本町三丁目12-1

157 オリジナル設計㈱

東京都渋谷区元代々木町30-13

158 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ販売㈱

東京都新宿区西新宿三丁目20-2

159 ㈱会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町16

160 ㈱会議録センター

埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目4-12
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161 ㈱海洋調査センター

青森県青森市赤坂一丁目46-11

162 ㈲角田通信工業

青森県八戸市江陽五丁目6-16

163 家具のおだぎり㈲

青森県つがる市柏鷺坂清見71-17

164 ㈱角弘

青森県青森市新町二丁目5-1

165 ㈱かさい

青森県弘前市大字高田三丁目6-12

166 ㈱加速器分析研究所

神奈川県川崎市多摩区登戸新町129-1

167 カトーレック㈱

東京都江東区枝川2-8-7

168 ㈱カナモト

北海道札幌市中央区大通東三丁目1-19

169 ㈱金入

青森県八戸市卸センター二丁目4-12

170 萱場工業㈱

宮城県仙台市青葉区葉山町1-26

171 川口印刷工業㈱

岩手県盛岡市羽場10地割1-2

172 ㈱カンエイメンテナンス

埼玉県行田市桜町一丁目6-10

173 環境技術㈱

青森県八戸市八太郎六丁目12-4

174 ㈱環境工学

青森県弘前市城東中央三丁目4-17

175 ㈲環境プラント

青森県弘前市大字城東中央一丁目5-7

176 環境保全㈱

青森県平川市松崎西田41-10

177 ㈱かんこう

大阪府大阪市城東区野江一丁目12-8

178 管清工業㈱

東京都世田谷区上用賀一丁目7-3

179 ㈱管総研

兵庫県尼崎市浜一丁目1-1

180 ㈱キクテック

愛知県名古屋市南区加福本通一丁目26

181 ㈱ぎじろくセンター

山口県宇部市大字西岐波1540-12

182 北奥羽広域水道総合ｻｰﾋﾞｽ㈱

青森県八戸市内丸一丁目1-2

183 北沢産業㈱

東京都渋谷区東二丁目23-10

184 ㈱北東北第一興商

岩手県盛岡市開運橋通4-28

185 ㈱北日本朝日航洋

岩手県盛岡市門二丁目1-1

186 ㈱北日本ｳｴｽﾀｰﾝ商事

宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目9-10

187 北日本化工㈱

青森県八戸市大字市川町字尻引前山57-1

188 北日本計装㈱

青森県八戸市城下一丁目18-3

189 北日本コンピューターサービス㈱

秋田県秋田市南通築地15-32

190 ㈲北日本設備サービス

青森県弘前市大字門外四丁目7-14

191 北日本通信㈱

岩手県盛岡市本町通三丁目20-6

192 ㈱木造衛生

青森県つがる市木造浮巣23-5

193 ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱

東京都品川区東品川二丁目2-4

194 キャノンメディカルシステムズ㈱

栃木県大田原市下石上1385

195 キャノンメディカルファイナンス㈱

東京都中央区日本橋人形町二丁目14-10

196 ㈱教育システム

名古屋市中村区牛田通１丁目21番地

197 ㈱ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

東京都新宿区歌舞伎町一丁目1-15

198 ㈱ぎょうせい

東京都江東区新木場一丁目18-11

199 ㈱協同

青森県青森市堤町二丁目1-1

200 ㈱協同開発舗装

青森県つがる市木造館岡上沢辺143-107
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201 ㈱協働管財

愛知県名古屋市港区惟信町六丁目6-3

202 共立医科器械㈱

岩手県盛岡市愛宕町15-9

203 共立寝具㈱

青森県弘前市大字門外四丁目3-47

204 ㈱協和医療器

青森県八戸市北白山台二丁目1-9

205 共和化工㈱

東京都品川区西五反田七丁目25-19

206 共和工業㈱

東京都大田区大森南四丁目4-16

207 ㈱協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

東京都渋谷区笹塚一丁目62-11

208 ㈲共和防災

青森県青森市松森三丁目17-13 ﾀﾅｶﾋﾞﾙ1階2号室

209 ㈱近宣

大阪府大阪市北区西天満六丁目2-17

210 空調企業㈱

宮城県仙台市宮城野区新田四丁目37-44

211 ㈱くどう教材社

青森県弘前市大字新町207

212 ㈱工藤パン

青森県青森市金沢三丁目22-1

213 ㈲工藤ポンプ

青森県弘前市大字高崎一丁目6-6

214 ㈱クボタ

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2-47

215 クボタ環境サービス㈱

東京都中央区京橋二丁目1番3号

216 ㈱クマヒラ

東京都中央区日本橋本町一丁目10-3

217 クマリフト㈱

大阪府大阪市西区京町堀一丁目12-20

218 ㈱クリーンサービス青森

青森県青森市大字横内字亀井8-1

219 ㈱グリーンハウス

東京都新宿区西新宿三丁目20-2

220 (特非)グローバル教育推進機構

大阪府大阪市中央区久太郎町4-2-15星和CITY B.LD 御堂８階

221 グローリー㈱

兵庫県姫路市下手野一丁目3-1

222 ㈲桑野ボイラ機器工業

青森県青森市富田一丁目3-61

223 ㈱ケア・テック

岩手県盛岡市愛宕町10-27

224 ＫＳＳ㈱

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70-2

225 ㈲ｹｲｴﾌﾘﾈﾝｻｰﾋﾞｽ

青森県青森市久須志一丁目19-22

226 ㈱Ｋプロビジョン

東京都港区赤坂四丁目13-13

227 ㈱ケー・シー・エス

東京都文京区小石川1-1-17 とみん日生春日町ビル

228 ㈱ケービジョン

青森県弘前市大字徳田町23-6

229 ㈱元創

東京都杉並区高円寺南三丁目24-31

230 ㈱県南環境

青森県十和田市大字相坂字高清水80-3

231 県南環境保全センター㈱

青森県十和田市大字三本木字野崎40-370

232 県南清掃㈱

青森県十和田市大字三本木字野崎40-370

233 ㈱弘善商会

青森県弘前市大字北瓦ケ町19-5

234 ㈱江東微生物研究所

東京都江戸川区西小岩五丁目18-6

235 弘南バス㈱

青森県弘前市大字藤野二丁目3-6

236 鴻池メディカル㈱

東京都千代田区有楽町一丁目6-4

237 神戸綜合速記㈱

兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3-8

238 ㈱興和

青森県八戸市大字尻内町字尻内河原６５番地１

239 ㈱功和産業

青森県八戸市河原木字高森4-15

240 ㈱恒和薬品

福島県郡山市喜久田町卸一丁目46-1
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241 ㈱コーネットワーク

大阪府大阪市西淀川区姫島一丁目14-18

242 国際航業㈱

東京都千代田区六番町2

243 国土情報開発㈱

東京都世田谷区池尻二丁目7-3

244 コクヨ東北販売㈱

宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目3-10

245 コスモ工機㈱

東京都港区西新橋三丁目9-5

246 コセキ㈱

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-26

247 ㈱五藤光学研究所

東京都府中市矢崎町四丁目16

248 ㈱コトブキ

東京都港区浜松町1丁目14番5号

249 コトブキシーティング㈱

東京都千代田区神田駿河台一丁目2-1

250 コニカミノルタジャパン㈱

東京都港区芝浦一丁目1-1

251 コマツ建機販売㈱

神奈川県川崎市川崎区東扇島5

252 ㈱コメリ

新潟県新潟市南区清水4501-1

253 ㈱小彌太

岩手県花巻市愛宕町3-12

254 ㈱小山商会

宮城県仙台市青葉区花京院二丁目2-75

255 ㈱コンシス

青森県弘前市大字百石町38-1

256 ㈱コンピューターサポート

青森県八戸市長苗代字二日市7-7

257 ㈱サーベイリサーチセンター

東京都荒川区西日暮里二丁目40-10

258 材株式会社

青森県三沢市大町二丁目4番７

259 ㈲サイクルファーム

青森県八戸市北白山台三丁目7-13

260 サイタ工業㈱

東京都北区滝野川五丁目5-3

261 ㈱サカタ事務機

青森県青森市久須志三丁目6-2

262 ㈲坂本設計事務所

青森県青森市港町一丁目19-3

263 佐川急便㈱

京都府京都市南区上鳥羽角田町68

264 桜紙業包装用品㈱

青森県弘前市大字松森町53-5

265 さくらミュージック㈱

青森県弘前市神田１丁目8-20

266 ササキ㈱

愛知県豊橋市八町通五丁目7

267 笹消防資材

青森県弘前市大字早稲田二丁目3-15

268 ㈱ザックス

青森県下北郡東通村大字田屋字上流11-1

269 ㈲サニタ環境

青森県青森市高田字川瀬238-8

270 ㈱サンアメニティ

東京都北区王子三丁目19-7

271 ㈱サンエイ

青森県青森市妙見三丁目2-19

272 山王㈱

熊本県熊本市東区戸島西五丁目5-57

273 ㈱三輝

大阪府大阪市北区同心一丁目10-12

274 三機商事㈱

岩手県盛岡市本町通三丁目19-6

275 ㈱三協技術

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目8番14号

276 ㈱産業公害・医学研究所

東京都品川区大崎一丁目11-1

277 三幸㈱

青森県弘前市大字城東四丁目5-11

278 ㈱産交

青森県弘前市大字藤野二丁目9-3

279 三晃システム㈱

青森県八戸市北白山台二丁目6-18

280 三光テクノ㈱

秋田県秋田市高陽青柳町1-56
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281 ㈲三晃ビルサービスセンター

青森県青森市大字大野字若宮33-16

282 ㈱サン・コンピュータ

青森県八戸市北インター工業団地一丁目5-10

283 ㈱サンデー

青森県八戸市根城六丁目22-10

284 ㈲サンテック

静岡県富士宮市大中里1274-6

285 ㈱サン白衣

青森県青森市橋本三丁目15-11

286 ㈱ｻﾝﾌﾞﾗｯｿ･ｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ

青森県青森市篠田二丁目3-17

287 ㈲サンブリッチ東北

岩手県北上市藤沢7地割195-1

288 ㈱三豊

愛知県豊橋市西山町字西山328番地

289 ㈱サンメディカル

岩手県盛岡市肴町2-31

290 ㈱サンリーク

大阪府大阪市淀川区宮原１丁目19-23

291 ㈱サンリッジ

岩手県北上市藤沢7地割196番地7

292 ㈲三良商事

青森県青森市花園一丁目25-20

293 三和シャッター工業㈱

東京都板橋区新河岸二丁目3-5

294 ＧＥﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

東京都日野市旭が丘四丁目7-127

295 シーメンスヘルスケア㈱

東京都品川区大崎一丁目11-1

296 ㈱ジェイ・フィット

福岡県福岡市博多区博多東2-6-23

297 ㈱ジェイアール東日本企画

東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号JR恵比寿ビル

298 ㈱ジェイエスキューブ

東京都江東区東雲一丁目7-12

299 ㈲ジェイエムコーポレーション

神奈川県相模原市南区麻溝台1435-1

300 ㈱ＪＴＢ東北

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7-23

301 ㈱ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内三丁目4-1

302 ㈱ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

秋田県秋田市卸町三丁目4-1

303 ㈱システム環境研究所

福岡県福岡市博多区千代四丁目30-2

304 ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

東京都調布市調布ヶ丘三丁目6-3

305 ㈱自治体病院共済会

東京都千代田区紀尾井町3-27

306 實商㈱

宮城県仙台市青葉区中央一丁目7-20

307 信濃化学工業㈱

長野県長野市桐原一丁目2-12

308 芝管工㈱

青森県青森市自由ケ丘二丁目3-3

309 ㈱シバタ医理科

青森県弘前市大字高田三丁目7-1

310 ㈱嶋津商店

青森県青森市自由ケ丘二丁目15-3

311 ㈱シマヤ

青森県青森市松原三丁目10-3

312 ㈱清水合金製作所

滋賀県彦根市東沼波町928

313 シャープファイナンス㈱

大阪市中央区安土町２丁目3-13 大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

314 ㈱社会保険出版社

東京都千代田区猿楽町一丁目5-18

315 ㈱ジャパンアクアテック

長崎県佐世保市小佐々町黒石339-41

316 ジャパンシステム㈱

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号

317 十五番建材㈱

青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字豊田61-3

318 秋北航空サービス㈱

秋田県大館市御成町一丁目11-25

319 秀和設計コンサルタント㈱

青森県つがる市木造浮巣97-2

320 ㈱ジョイスポーツ

青森県弘前市大字小比内四丁目5-6
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321 ㈲城栄産業

青森県弘前市大字神田五丁目5-1

322 ㈱城ヶ倉観光

青森県青森市大字新城字平岡258-9

323 ㈱消防安全ｾﾝﾀｰ青森

青森県青森市茶屋町11-13

324 ジョンソンコントロールズ㈱

東京都渋谷区笹塚一丁目50-1 笹塚NAﾋﾞﾙ

325 ㈱白石医療器

青森県弘前市大字神田五丁目8-5

326 ㈱シルバーサービス

青森県むつ市横迎町二丁目9-13

327 ㈱新印刷興業

青森県青森市大字野木字野尻37-728

328 ㈱シン技術コンサル

北海道札幌市白石区栄通二丁目8-30

329 ㈱シンク

青森県青森市中央一丁目23-4

330 ㈱シンク

福岡県田川市大字伊加利字狐取1824-22

331 新生メディカル㈱

青森県八戸市沼館二丁目1-21

332 ㈲新成田総合社

千葉県成田市御所の内18-4

333 新日本空調㈱

東京都中央区日本橋浜町二丁目31-1

334 新日本法規出版㈱

愛知県名古屋市中区栄一丁目23-20

335 ㈱新日本教材社

青森県弘前市大字新町243

336 シンフォニアエンジニアリング㈱

三重県伊勢市竹ケ鼻町99-96

337 新明和アクアテクサービス㈱

兵庫県芦屋市打出町7-18

338 ㈱伸和産業

青森県弘前市大字堅田一丁目4-2

339 ㈱水機テクノス

東京都世田谷区桜丘五丁目48-16

340 水道機工㈱

東京都世田谷区桜丘五丁目48-16

341 水ｉｎｇ㈱

東京都港区港南一丁目7-18

342 ㈱スーパーストア

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂154

343 ㈱スズケン

愛知県名古屋市東区東片端町8

344 住重環境エンジニアリング㈱

東京都品川区西五反田七丁目1-1

345 住友重機械エンバイロメント㈱

東京都品川区西五反田七丁目10-4

346 ㈱スワデンタル

神奈川県相模原市中央区相模原8-1-1-1205

347 ㈱青工

青森県青森市新田三丁目11-8

348 ㈱清掃センター

青森県八戸市城下四丁目12-5

349 ㈱清掃テクノサービス

青森県八戸市城下四丁目12-5

350 ㈱青南エクスプレス

青森県弘前市大字神田五丁目4-5

351 ㈱青南商事

青森県弘前市大字神田五丁目4-5

352 成邦商事㈱

青森県青森市大字八ツ役字芦谷268－１

353 ㈲青和無線

青森県青森市大字筒井字八ツ橋62-21

354 ㈱セーフティテック

青森県弘前市大字撫牛子二丁目4-10

355 ㈱セーフティロード

青森県弘前市大字撫牛子二丁目1番地16

356 セコム㈱

東京都渋谷区神宮前一丁目5-1

357 専門店小西ピアノ

青森県弘前市大字上鞘師町3-3

358 ㈱ゼンリン

福岡県北九州市小倉北区室町一丁目1-1

359 総合衛生検査所

青森県弘前市小比内１丁目2-3

360 ㈱相互防災社

青森県青森市茶屋町11-13

9/19

平成３０年度 物品等競争入札参加資格者名簿 (市外）
整理番号

商号又は名称

本 店 所 在

361 ㈱装美舎

青森県弘前市大字神田四丁目6-6

362 ㈱創和

東京都江戸川区篠崎町三丁目33-8

363 ㈱ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰあおもり

青森県青森市第二問屋町四丁目11-18

364 ソフトバンク㈱

東京都港区東新橋一丁目9番1号

365 ソリマチ㈱

新潟県長岡市表町一丁目4-24

366 ターナー色彩㈱

大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目15-7

367 第一環境㈱

東京都港区赤坂二丁目2-12

368 第一合成㈱

東京都八王子市元本郷町一丁目25-5

369 ㈱第一ビル管理センター

青森県弘前市大字城東中央二丁目3-4

370 第一物産㈱

山形県酒田市卸町1-12

371 第一法規㈱

東京都港区南青山二丁目11-17

372 ㈱大永

岩手県滝沢市大崎94-97

373 大映産業㈱

青森県青森市大字八ツ役字芦谷268-1

374 ㈱大興

青森県八戸市西白山台五丁目13-13

375 ㈱大樹設備工業

青森県青森市大字幸畑字阿部野12-50

376 ㈲大昇運輸

青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢191

377 ㈱大昭造園

青森県平川市中佐渡鎌田3-1

378 大新東㈱

東京都調布市調布ヶ丘三丁目6-3

379 大成機工㈱

大阪府大阪市北区梅田一丁目1-3-2700

380 大成産業㈱

青森県青森市大字浜田字玉川262-9

381 大成商事㈱

青森県青森市大字荒川字成瀬26-6

382 ダイダン㈱

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9-25

383 太平ビルサービス㈱

青森県青森市勝田一丁目18-7

384 大丸㈱

北海道札幌市中央区南一条西三丁目2

385 タイムズ２４㈱

東京都千代田区有楽町二丁目7-1

386 大和リース㈱

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目1-36

387 ㈱高木学習社

青森県弘前市大字馬屋町9-9

388 ㈲高重商店

青森県つがる市木造有楽町7

389 高千穂商事㈱

東京都港区虎ノ門5-3-20-415

390 ㈱タクト

秋田県大館市御成町二丁目17-10

391 ㈱竹内組

青森県北津軽郡中泊町大字芦野字福泊23

392 ㈲ダスキン弘前

青森県弘前市大字城東一丁目2-10

393 ㈱タックエンジニアリング

岩手県盛岡市津志田西二丁目3-20

394 ㈱タツノ

長野県上田市下塩尻236番地4

395 谷川環境衛生開発㈱

青森県むつ市新町41-1

396 タニコー㈱

東京都品川区戸越一丁目7-20

397 ㈱タムラ

東京都江戸川区西一之江四丁目9-28

398 地中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

埼玉県さいたま市桜区田島５丁目19-8

399 ㈱中央医科酸器

青森県青森市金沢二丁目3-22

400 ㈱中央事務器

青森県青森市中央二丁目4-6
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401 ㈱千代田テクノル

東京都文京区湯島一丁目7-12

402 ㈱通電技術

北海道札幌市白石区平和通二丁目11-20

403 津軽開発協同組合

青森県北津軽郡中泊町大字芦野字福泊23

404 津軽警備保障㈱

青森県弘前市大字神田三丁目3-17

405 ㈲津軽清掃

青森県北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木147-21

406 つがるにしきた農業協同組合

青森県つがる市稲垣町豊川宮川1-19

407 月島テクノメンテサービス㈱

東京都江東区佐賀一丁目3-7

408 ＤＣＭホーマック㈱

北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目1-1

409 ティーペック㈱

東京都台東区上野五丁目6-10

410 ㈱ＴＫＣ

栃木県宇都宮市鶴田町1758

411 帝国繊維㈱

東京都中央区日本橋二丁目1-10

412 ㈱帝国データバンク

東京都港区南青山二丁目5-20

413 帝人在宅医療㈱

東京都千代田区霞が関三丁目2-1

414 ㈱ディスパッチ

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂55-7

415 ㈱デイリー・インフォメーション

東京都台東区東上野四丁目8番1号 TIXTOWER UENO

416 ㈱データベース

北海道札幌市北区北七条西五丁目8-5

417 ㈱データホライゾン

広島県広島市西区草津新町一丁目21-35 広島ﾐｸｼｽﾋﾞﾙ

418 ティーメディクス㈱

東京都新宿区西新宿一丁目22-2

419 ㈱テクノスジャパン

福岡県福岡市博多区光丘町3-1-5

420 ㈱テクノル

青森県八戸市大字廿三日町2

421 ㈱テラソリューション

青森県弘前市大字高田二丁目13-18

422 ㈱電技パーツ

青森県青森市第二問屋町三丁目6-44

423 ㈱電算システム

岐阜県岐阜市日置江1-58

424 ㈱天童木工

山形県天童市乱川一丁目3-10

425 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ･ｶﾒｲ㈱

宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1-20

426 ㈱東奥アドシステム

青森県青森市古川一丁目21-12

427 東奥印刷㈱

青森県青森市第二問屋町三丁目1-77

428 東奥マイクロシステム㈱

青森県八戸市諏訪二丁目3-15

429 東海リース㈱

大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2-6

430 東京インタープレイ㈱

東京都千代田区岩本町一丁目12-4

431 ㈱東京商工リサーチ

東京都千代田区大手町1-3-1

432 東京商事㈱

青森県青森市東造道二丁目5-13

433 東京ｾﾝﾁｭﾘ-㈱

東京都千代田区神田練塀町3

434 東京テクニカル･サービス㈱

千葉県浦安市今川四丁目12-38-1

435 東京鐵鋼㈱

栃木県小山市横倉新田520

436 ㈱東京堂

青森県むつ市小川町一丁目6-1

437 ㈱東京法規出版

東京都文京区本駒込二丁目29-22

438 東光ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｻｰﾋﾞｽ㈱

秋田県大館市御成町四丁目8-74

439 東興産業㈱

東京都千代田区岩本町一丁目10-5

440 ㈱東酸

青森県青森市原別五丁目11-56
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441 東芝ｴﾙﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

東京都品川区南品川二丁目2-13

442 東芝エレベータ㈱

神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

443 東芝通信インフラシステムズ㈱

東京都府中市東芝町1

444 東新化学㈱

青森県弘前市大字神田二丁目3-3

445 東新工機㈱

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目13-38

446 ㈱東晴

青森県青森市第二問屋町３丁目2-6

447 ㈱東青アロー

青森県青森市松森一丁目14-31

448 東テク㈱

東京都中央区日本橋本町三丁目11-11

449 ㈱ドゥファイン

東京都千代田区神田神保町一丁目28-3

450 東武トップツアーズ㈱

東京都墨田区押上一丁目1-2

451 東邦薬品㈱

東京都世田谷区代沢五丁目2-1

452 東北インテリジェント通信㈱

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7-1

453 東北エア・ウォーター㈱

宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目4-22

454 東北化学薬品㈱

青森県弘前市大字神田一丁目3-1

455 東北企業㈱

山形県山形市松見町11-19

456 ㈱東北議事録センター

宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目18-21

457 東北極東機械㈱

岩手県盛岡市津志田南三丁目14-53

458 東北紙工㈱

宮城県仙台市若林区中倉一丁目13-1

459 東北測量㈱

青森県青森市大字石江字三好167番地3

460 ㈱東北ターボ工業

岩手県盛岡市下太田田中1-2

461 ㈱東北タンク商会

青森県青森市橋本一丁目6-3

462 (一財)東北電気保安協会

宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目2-36

463 東北電話㈱

岩手県盛岡市津志田町二丁目8-45

464 ㈱東北博報堂

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1-25

465 東北ヒート化学㈱

青森県八戸市城下三丁目7-10

466 ㈱東北日立

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1-25

467 東北藤吉工業㈱

宮城県仙台市若林区蒲町18-1

468 ㈱東北舞台工業

宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上40-11

469 ㈲東北防災サービス

青森県弘前市大字神田三丁目3-31

470 ㈱東北漏水

宮城県仙台市太白区長町八丁目11-25

471 東洋計器㈱

長野県松本市和田3967-10

472 ㈱東洋食品

東京都台東区東上野一丁目14-4

473 東洋シルバーサービス㈱

青森県青森市中佃三丁目7-23

474 東洋建物管理㈱

青森県青森市橋本一丁目7-3

475 東和薬品㈱

大阪府門真市新橋町2-11

476 東和レジスターシステム㈱

青森県弘前市神田三丁目3-36

477 ㈱トーケミ

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目12-11

478 ㈱トーソー

青森県青森市港町二丁目10-44

479 有限責任監査法人 トーマツ

東京都港区港南二丁目15-3 品川インターシティ

480 特定非営利活動法人 青森県樹木医会

青森県青森市大字浅虫字坂本9-33
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481 ㈱図書館流通センター

東京都文京区大塚三丁目1-1

482 ㈱トスネット北東北

岩手県盛岡市上堂三丁目2-7

483 凸版印刷㈱

東京都台東区台東一丁目5-1

484 トッパン･フォームズ㈱

東京都港区東新橋一丁目7-3

485 ㈲トナーサポート

青森県弘前市大字大清水四丁目9-1

486 ㈲戸沼商店

青森県つがる市木造有楽町40

487 ㈱トム・メディック

青森県青森市大字滝沢字下川原14-1

488 トヤマ農材㈱

青森県弘前市大字城東北四丁目1-2

489 トヨタエルアンドエフ青森㈱

青森県青森市第二問屋町四丁目8-32

490 ㈱トヨタレンタリース青森

青森県青森市新田三丁目6-4

491 ㈱トラスト技研

北海道札幌市豊平区平岸一条一三丁目4-1

492 ㈱トラストメディカル

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘三丁目28-1

493 ㈱トリアド工房

東京都八王子市大塚636-2

494 ㈱内藤ハウス

山梨県韮崎市円野町上円井3139

495 ㈱長尾商店

青森県つがる市車力町若林23

496 ㈱中里観光

青森県北津軽郡中泊町大字高根字小金石1405

497 中里交通㈱

北津軽郡中泊町大字尾別字浅井98-2

498 ㈱永澤興業

青森県弘前市大字撫牛子二丁目3-4

499 ㈱中三

青森県青森市新町一丁目7-1

500 長島鋳物㈱

埼玉県川口市仲町2-19

501 長田広告㈱

愛知県津島市東柳原町五丁目5-1

502 ㈱中西製作所

大阪府大阪市生野区巽南五丁目4-14

503 ㈱ナカノアイシステム

新潟県新潟市中央区鳥屋野432

504 ナカバヤシ㈱

大阪府大阪市中央区北浜東1-20

505 中道リース㈱

北海道札幌市中央区北一条東三丁目3

506 中村弘前㈱

青森県弘前市大字清野袋五丁目3-1

507 ㈱ナガワ

東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ22階

508 ナショナルエレベーター工業㈱

宮城県仙台市青葉区上愛子字松原47-12

509 ナブコシステム㈱

東京都港区虎ノ門一丁目22-15

510 成田教材店

青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山481-3

511 ㈱南部医理科

岩手県紫波郡矢巾町大字高田第10地割78-1

512 南部電機㈱

青森県八戸市沼館一丁目20-5

513 新潟原動機㈱

東京都千代田区外神田二丁目14-5

514 ㈱西田組

青森県青森市大字荒川字柴田102-1

515 ㈱西原環境

東京都港区海岸三丁目20-20

516 ㈱ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台二丁目9

517 ニチレキ㈱

東京都千代田区九段北四丁目3-29

518 ㈱日京クリエイト

東京都品川区南大井六丁目16-19

519 ㈱ニック

福岡県大野城市川久保三丁目1-23

520 日建リース工業㈱

東京都東久留米市八幡町二丁目11-73
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521 ㈱日幸商会

宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目13-2

522 日興通信㈱

東京都世田谷区桜丘一丁目2-22

523 ㈱ニッコク

東京都港区六本木六丁目17-1

524 ㈱ニッコクトラスト

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

525 ㈱日産サティオ弘前

青森県弘前市大字境関一丁目1-7

526 日清医療食品㈱

東京都千代田区丸の内二丁目7-3

527 日振工発㈱

東京都葛飾区東金町六丁目21-16

528 日新電機㈱

京都府京都市右京区梅津髙畝町47

529 日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱

石川県金沢市金石北三丁目16-10

530 ニッタン㈱

東京都渋谷区笹塚一丁目54-5

531 日通エネルギー東北㈱

宮城県岩沼市土ヶ先二丁目3-1

532 日通商事㈱

東京都港区海岸一丁目14-22

533 日東通信㈱

宮城県仙台市青葉区堤町三丁目1-15

534 日本カルミック㈱

東京都千代田区九段南一丁目5-10

535 日本ケーブル㈱

東京都千代田区神田錦町二丁目11

536 日本事務器㈱

東京都渋谷区本町三丁目12-1

537 日本通運㈱

東京都港区東新橋一丁目9-3

538 日本電気㈱

東京都港区芝五丁目7-1

539 日本ビルコン㈱

東京都墨田区立川二丁目11-10

540 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東北㈱

宮城県仙台市青葉区本町一丁目2-20

541 ㈱日本ウォーターテックス

埼玉県幸手市緑台一丁目19-11

542 日本エレベーター工業㈱

青森県青森市大字野木字野尻24-1

543 (一社)日本家族計画協会

東京都新宿区市谷田町一丁目10 保健会館新館

544 (一財)日本環境衛生センター

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6

545 日本キャタピラー合同会社

東京都中野区本町一丁目32番2号

546 日本教育情報機器㈱

東京都千代田区有楽町一丁目7-1

547 ㈱日本空調東北

宮城県仙台市太白区郡山五丁目14-17

548 日本原料㈱

神奈川県川崎市川崎区東田町1-2

549 日本コムテック㈱

北海道札幌市中央区南八条西十三丁目3-60

550 日本ゴンドラ㈱

東京都中央区京橋一丁目18-1

551 ㈱日本サポートサービス

東京都千代田区猿楽町二丁目2-10

552 日本調理機㈱

東京都大田区東六郷三丁目15-8

553 日本調理機北日本取扱所

青森県青森市古川二丁目10-13

554 日本ニューホランド㈱

北海道札幌市中央区北一条西十三丁目4

555 ㈲日本防災興業

青森県青森市大字新城字山田411-1

556 日本マーキング㈱

北海道札幌市手稲区西宮の沢二条二丁目2-30

557 日本無線㈱

東京都三鷹市牟礼六丁目21-11

558 ㈱日本レップス

神奈川県横浜市中区元浜町三丁目15番地

559 ㈱農協観光

東京都千代田区外神田一丁目16-8

560 ノダック㈱

大阪府豊中市宝山町23-15
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561 ㈱乃村工藝社

東京都港区台場２丁目3番4号

562 ㈲ハーテックラボ

青森県弘前市大字相良町6-1

563 バイザー㈱

名古屋市中村区名駅南二丁目14番地19号

564 ㈱バイタルネット

宮城県仙台市青葉区大手町1-1

565 ㈱橋本ボイラー機械サービス

青森県弘前市大字豊原二丁目13-2

566 ㈱パスコ

東京都目黒区東山一丁目1-2

567 長谷川体育施設㈱

東京都世田谷区太子堂一丁目4-21

568 ㈱八甲メディカル

青森県青森市自由ケ丘二丁目20-40

569 八州スペースコンサル㈱

青森県三戸郡五戸町大字扇田字西ノ沢9-118

570 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＥＳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

大阪府大阪市中央区城見二丁目1-61

571 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

東京都中央区銀座八丁目21-1

572 ﾊﾅﾑﾗﾃﾞﾝﾀﾙｾﾝﾀｰ

青森県青森市自由ヶ丘2-7-14

573 ㈱ハムシステム庄内

山形県酒田市両羽町6-4

574 パリノ･サーヴェイ㈱

東京都中央区日本橋本町一丁目10-5

575 ㈱パルックス

宮城県仙台市若林区蒲町東47-1

576 ㈱パレオ・ラボ

埼玉県戸田市下前一丁目13-22

577 ㈱阪神マテリアル

大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18

578 ㈱BSNアイネット

新潟県新潟市中央区米山二丁目5-1

579 PFU東日本㈱

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目4-13

580 ㈱ビー･エム･エル

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21-3

581 ㈱ビーコンラーニングサービス

東京都中央区日本橋芽場町二丁目2-1

582 東日本ライナー㈱

青森県青森市大字新城字山田193-3

583 ㈲東日本環境保全工業

青森県弘前市大字向外瀬字豊田358-1

584 東日本総合計画㈱

東京都墨田区業平三丁目14-4

585 東日本電信電話㈱

東京都新宿区西新宿三丁目19-2

586 東日本漏水調査㈱

山形県米沢市窪田町藤泉1446-1

587 ㈱ヒグチ

青森県青森市問屋町一丁目15-22

588 樋口ホスピタルサプライ㈱

青森県青森市虹ケ丘一丁目5-6

589 ㈱ビジネスサービス

青森県青森市新町二丁目6-29

590 日立建機日本㈱

埼玉県草加市弁天五丁目33-25

591 ㈱日立国際電気

東京都港区西新橋2-15-12

592 ㈱日立システムズ

東京都品川区大崎一丁目2-1

593 ㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目6-6

594 ㈱日立ソリューションズ東日本

宮城県仙台市青葉区本町二丁目16-10

595 ㈱日立ビルシステム

東京都千代田区神田淡路町二丁目101

596 ㈱病院システム

東京都豊島区目白二丁目16-19

597 ヒラカワ事務器

青森県つがる市柏稲盛岡本54

598 ㈲ヒラノ電設

青森県青森市大字細越字栄山549-2

599 ㈲ビルアート

青森県弘前市大字末広五丁目8-3

600 弘前建機㈱

青森県弘前市大字藤野二丁目4-3
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601 ㈱弘前合同警備保障

青森県弘前市大字神田二丁目1-12

602 ㈱弘前事務機器商会

青森県弘前市大字城東中央三丁目5-10

603 ㈱弘前浄化槽センター

青森県弘前市大字境関字亥の宮35-4

604 弘前総合車輌㈱

青森県弘前市大字船水一丁目5-1

605 ㈱ヒロタ

青森県青森市大字野木字野尻37-691

606 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社

東京都港区港南二丁目13-37 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ

607 福興産業㈱

福島県伊達郡桑折町字田植12-1

608 フクダ電子北東北販売㈱

秋田県秋田市山王中島町8-10

609 フクダライフテック北東北㈱

秋田県秋田市川尻御休町9-23

610 富士建設工業㈱

新潟県新潟市北区島見町3307-16

611 富士産業㈱

東京都港区新橋五丁目32-7

612 ㈱富士商会

青森県弘前市大字高田五丁目12-2

613 富士商事㈱

山形県山形市西田二丁目24-46

614 富士ゼロックス㈱

東京都港区赤坂九丁目7-3

615 富士ゼロックスシステムサービス㈱

東京都板橋区坂下一丁目19-1

616 ㈱Fujitaka

京都府京都市下京区東塩小路町606

617 フジ地中情報㈱

東京都港区海岸三丁目20-20

618 富士通㈱

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1-1

619 ㈱富士通エフサス

神奈川県川崎市中原区中丸子13-2

620 富士通コワーコ㈱

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15

621 ㈱富士通ゼネラル

神奈川県川崎市高津区末長三丁目3-17

622 富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

神奈川県横浜市西区高島一丁目1-2

623 ㈱富士通マーケティング

東京都港区港南二丁目15-3

624 富士通リース㈱

東京都千代田区神田練塀町3番地

625 フジテコム㈱

東京都千代田区神田佐久間町二丁目20

626 フジテック㈱

滋賀県彦根市宮田町591-1

627 富士電機㈱

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1-1

628 ㈱藤林商会

青森県南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田295-2

629 ㈱フジマック

東京都港区新橋五丁目14-5

630 藤村機器㈱

青森県弘前市大字高田三丁目6-2

631 扶桑電通㈱

東京都中央区築地五丁目4-18

632 ㈱復建技術コンサルタント

宮城県仙台市青葉区錦町一丁目7-25

633 ㈱武揚堂

東京都中央区日本橋三丁目8-16

634 特定非営利活動法人 プラットフォームあおもり 青森県青森市大字浅虫字蛍谷65番地52
635 ㈱フラワー・メディカル

青森県弘前市大字田園二丁目2-11

636 ㈱プリモ

青森県青森市第二問屋町三丁目3-8

637 フルテック㈱

北海道札幌市中央区大通東三丁目4-3

638 ㈲フレッシュみちのく

青森県つがる市稲垣町沼崎字米橋37-3

639 文化シヤッター㈱

東京都文京区西片1-17-3

640 文化シャッターサービス㈱

東京都豊島区西巣鴨4-14-5
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641 ㈱ベネッセコーポレーション

岡山県岡山市北区南方三丁目7-17

642 豊産管理㈱

青森県青森市大字大野字前田21-11

643 ホーチキ㈱

東京都品川区上大崎二丁目10-43

644 ㈱ホープ

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル

645 ㈲ホクエイ環境

青森県黒石市大字沖浦字権現平1-201

646 ㈱ホクエツ東北

青森県八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27

647 ㈱北斗医理科

青森県弘前市大字城東中央三丁目3-3

648 ㈱ほくとう

青森県八戸市北インター工業団地三丁目2-80

649 ㈱保健科学研究所

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106

650 ホシザキ東北㈱

宮城県仙台市青葉区昭和町2-38

651 ㈱北海道新聞社

北海道札幌市中央区大通西3丁目6

652 北海道地図㈱

北海道旭川市台場一条二丁目1-6

653 ㈱北海道放射線管理ｾﾝﾀｰ

北海道札幌市北区北二十二条西九丁目1-1

654 ㈲ホンダ販売西つがる

青森県つがる市柏広須野宮15-8

655 ㈱マーク

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12-1

656 毎日ビル管理㈲

青森県青森市大字新城字福田22

657 ㈱前川製作所

東京都江東区牡丹三丁目14-15

658 ㈱前澤エンジニアリングサービス

埼玉県川口市仲町5-11

659 前澤給装工業㈱

東京都目黒区鷹番二丁目14-4

660 前田製管㈱

山形県酒田市上本町6-7

661 柾木工業㈱

大阪府大阪市此花区梅町二丁目2-25

662 マスプロ電工㈱

愛知県日進市浅田町上納80

663 ㈱町田アンド町田商会

青森県弘前市大字境関字西田28-1

664 ㈲マツキ文具

青森県つがる市木造千代町38-1

665 ㈱マック

青森県青森市大字久栗坂字久栗坂山1-425

666 ㈱松下設計

埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目8-12

667 ㈱ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰみちのく

青森県青森市問屋町一丁目3-17

668 ㈱松村電機製作所

東京都文京区根津二丁目12-1

669 マルイチ工業㈱

青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字赤石町字砂山139

670 ㈲丸栄消機

青森県青森市栄町一丁目12-1

671 ㈱丸勝小野商事

青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字川原田35

672 ㈱マルキ

青森県青森市緑三丁目10-27

673 ㈲丸喜工業所

青森県つがる市柏下古川稲盛2

674 ㈱マルゼン

東京都台東区根岸二丁目19-18

675 ㈱マル長

青森県弘前市大字門外三丁目8-1

676 ㈱丸升増田本店

札幌市中央区北７条西15丁目28-11

677 マルマンコンピュータサービス㈱

青森県弘前市大字宮川三丁目5-2

678 丸茂電機㈱

東京都千代田区神田須田町一丁目24

679 ㈱丸祐運送

青森県弘前市高田三丁目6-11

680 マンジ三味線店

青森県弘前市大字茜町一丁目3-2
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681 三浦工業㈱

愛媛県松山市堀江町7

682 ㈲三沢警備保障

青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-136

683 三谷コンピュータ㈱

福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

684 ㈲みちのく安全

青森県弘前市大字撫牛子二丁目9-3

685 ㈱みちのくクボタ

岩手県花巻市東宮野目第13地割9番地

686 企業組合みちのくｸﾘｰﾅｰｽ

青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎47

687 ㈱みちのく計画

青森県青森市浜館一丁目14-3

688 みちのく建物管理㈱

青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字東阿部野70-32

689 みちのくリース㈱

青森県青森市橋本一丁目4-10

690 三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

東京都港区芝浦一丁目2-3

691 三菱重工機械システム㈱

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号

692 三菱重工冷熱㈱

東京都港区芝浦二丁目11-5

693 三菱電機㈱

東京都千代田区丸の内二丁目7-3

694 三菱電機クレジット㈱

東京都品川区大崎一丁目6-3

695 三菱電機ビルテクノサービス㈱

東京都千代田区有楽町一丁目7-1

696 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

東京都台東区東上野五丁目24-8

697 ㈱みどり

青森県十和田市大字相坂字高清水78-455

698 ミドリ安全青森㈱

青森県青森市古館一丁目10-7

699 ミマモルメ㈱

大阪府大阪市福島区福島三丁目14番24号

700 宮城ヤンマー㈱

宮城県石巻市松並一丁目14-5

701 ミライフ東日本㈱

宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目7-30

702 美和電気工業㈱

東京都新宿区新宿一丁目8-5 新宿御苑室町ビル6階

703 ㈱ムーヴ

青森県弘前市大字藤野二丁目4-3

704 ㈱ムサシ

東京都中央区銀座八丁目20-36

705 ㈱ムラバヤシ

青森県青森市問屋町一丁目8-27

706 明治屋音響㈱

青森県弘前市大字本町85-1

707 ㈱明電エンジニアリング

東京都品川区大崎三丁目7-9

708 ㈱明電舎

東京都品川区大崎二丁目1-1

709 ㈱名豊

名古屋市中区松原二丁目2-33

710 メタウォーター㈱

東京都千代田区神田須田町一丁目25

711 ㈱メディセオ

東京都中央区八重州二丁目7-15

712 ㈱モリタ

大阪府吹田市垂水町三丁目33-18

713 森平舞台機構㈱

東京都台東区花川戸二丁目11-2

714 ㈱モリレイ

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目5-12

715 ㈱ヤマイシ

青森県青森市大字牛館字松枝52-1

716 山形砕石㈱

青森県黒石市大字花巻字山手村上24

717 ㈱山健

青森県弘前市大字門外字村井50-1

718 ㈲山下自動車整備工場

青森県つがる市柏下古川絹森266-2

719 山大機電㈱

青森県青森市大字荒川字藤戸133-3

720 ㈱大和速記情報ｾﾝﾀｰ

東京都港区新橋五丁目13-1
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721 山二システムサービス㈱

秋田県秋田市仁井田新田二丁目16-13

722 ヤマハサウンドシステム㈱

東京都中央区日本橋箱崎町41-12

723 ㈱ヤマモト

静岡県富士宮市山宮2344

724 ヤンマーアグリジャパン㈱

大阪府大阪市北区鶴野町1-9

725 ヤンマーエネルギーシステム㈱

大阪府大阪市北区鶴野町1-9

726 ヤンマー舶用システム㈱

兵庫県伊丹市中央三丁目1-17

727 ㈲ユウアイ建物サービス

青森県弘前市大字新寺町145

728 ㈲ユーザーサービス青森

青森県青森市緑一丁目21-1

729 ＵＤトラックス㈱

埼玉県上尾市大字壱丁目1

730 豊興産㈱

秋田県秋田市新屋鳥木町1番82-2号

731 ﾕﾆｵﾝﾃﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ㈱

北海道札幌市白石区本郷通十三丁目南5-9

732 ㈱ユニマットライフ

東京都港区南青山二丁目12-14

733 横浜金属商事㈱

神奈川県相模原市緑区橋本台3-5-2

734 ㈱吉田産業

青森県八戸市大字廿三日町2

735 ㈱吉田生物研究所

京都府京都市山科区厨子奥苗代元町31

736 ㈱ライズファクトリー

東京都江東区住吉二丁目25-2

737 ㈱ライフイン

青森県弘前市撫牛子二丁目9-23

738 ㈱ラング

岩手県盛岡市永井20地割61-5 ＣＡビル１Ｆ

739 ランドブレイン㈱

東京都千代田区平河町一丁目2-10

740 ㈱リーディングシステム

青森県八戸市石堂三丁目15-21

741 ㈱リクルートライフスタイル

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

742 リコージャパン㈱

東京都港区芝三丁目8-2

743 リコーリース㈱

東京都江東区東雲一丁目7-12

744 理水化学㈱

大阪府大阪市北区南森町一丁目4-10

745 菱光リフト東北㈱

宮城県仙台市泉区加茂三丁目16-8

746 ㈱冷凍技術工業所

山形県南陽市三間通383-1

747 ㈱レンタルのニッケン

東京都千代田区永田町二丁目14-2

748 ㈱炉研

秋田県秋田市寺内神屋敷11-18

749 ロジスネクスト東北㈱

宮城県仙台市若林区卸町東三丁目2-8

750 ロジスネクストユニキャリア㈱

大阪府守口市大日東町35番2号

751 ワールドウォーターバッグ㈱

大阪府大阪市東住吉区今川一丁目6-23

752 ワイエス㈱

青森県八戸市大字廿三日町2

753 ㈱ワイエス管材

青森県青森市松原三丁目4-19

754 ㈱ＹＣＣ情報システム

山形県山形市松波四丁目5-12

755 ㈱ワイズマンコンサルティング

岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1

756 ㈲若松歯科技工所

青森県青森市松森一丁目14-13

757 ワタキューセイモア㈱

京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2
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