
令和４年度　南部町競争入札参加資格者名簿（物品・役務等）　※町外

1 ㈱アークネットワークサービス 青森県青森市栄町1-12-4

2 ㈱アート・サイン 青森県十和田市東一番町12-13

3 アール・エー・ビー開発㈱ 青森県青森市第二問屋町3-2-35

4 ㈱アール・エー・ビー企画 青森県青森市第二問屋町3-2-35

5 ㈱アール・エー・ビーサービス 青森県青森市佃1-2-11

6 ㈱アイシーエス 岩手県盛岡市松尾町17-8

7 ㈱アイ・シーメディカル 青森県弘前市大字袋町32

8 ㈱アイティークレスト 青森県八戸市卸センター2-5-11

9 ㈱アイ・ティー・ビー 青森県弘前市大字小比内4-6-16

10 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10

11 ㈱アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入60

12 あおぎんリース㈱ 青森県青森市古川1-16-16

13 ㈱青森エコプラン 青森県黒石市長崎2-13-1

14 ㈱青森共同計算センター 青森県青森市第二問屋町3-10-26

15 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

16 一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター 青森県大字野木字山口164-43

17 青森コロニー印刷 青森県青森市大字幸畑字松元62-3

18 青森スズキ自動車販売（株） 青森県青森県青森市石江4-1-2

19 青森精機㈱ 青森県青森市問屋町2-12-23

20 青森綜合警備保障㈱ 青森県青森市第二問屋町3-1-63

21 青森千代田㈱ 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1-90

22 ㈱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

23 青森トヨペット㈱ 青森県青森市篠田３丁目１４－９

24 青森ドライケミカル㈱ 青森県青森市港町2-6-12

25 青森日野自動車㈱ 青森県青森市大字野木字山口164-82

26 青森みちのく警備保障㈱ 青森県十和田市大字三本木字北平73-1

27 青森三菱自動車販売㈱ 青森県青森市石江4-1-2

28 青森三菱電機機器販売㈱ 青森県青森市中央1-23-4

29 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

30 青森リース㈱ 青森県十和田市大字伝法寺字大窪62-1

所　在　地番号 商号又は名称

1 / 15 ページ



令和４年度　南部町競争入札参加資格者名簿（物品・役務等）　※町外

31 青森緑化㈱ 青森県八戸市大字沢里字沢里山16-2

32 赤間印刷工業㈱ 青森県八戸市城下1-24-21

33 昱機電㈱ 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1

34 アサヒプリテック㈱ 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21

35 アジア航測㈱ 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル

36 ㈱アズ・シード 岩手県滝沢市大釜風林３番地27

37 ㈱アテナ事務機 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-2-8

38 ㈱荒沢商会 青森県八戸市大字湊町字下大久保道23-26

39 ALSOKあんしんケアサポート㈱ 東京都大田区山王1-3-5

40 イオンディライト㈱ 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2

41 育英管財㈱ 青森県三沢市栄町一丁目31-3808

42 石垣メンテナンス㈱ 東京都千代田区丸の内1-6-5

43 石亀燃料㈱ 青森県三戸郡三戸町大字二日町45-7

44 ㈱石沢工業 青森県弘前市大字神田2-4-20

45 いすゞ自動車東北㈱ 宮城県仙台市宮城野区中野4-10-14

46 ㈱ヰセキ東北 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2

47 ㈱一測設計 岩手県一関市萩荘字竹際33-5

48 ㈱伊藤鉱業 青森県つがる市木造若竹13

49 ㈲伊藤商事 青森県八戸市大字新井田字出口平3-57

50 岩手県北自動車㈱ 岩手県盛岡市厨川1-17-18

51 ㈱インタラック北日本 岩手県盛岡市中央通1-11-17

52 ㈲インプルーヴ 青森県八戸市白銀5-7-9

53 ㈱ウィズウェイストジャパン 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-224-1

54 ㈱ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6　サン北浜ビル4階

55 ㈱ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町3-25

56 ㈱内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都港区新宿6-1-11

57 ウトウ㈱ 青森県三戸郡三戸町大字同心町字同心町平3-2

58 ㈱善知鳥防災 青森県青森市原別2-2-1

59 エア・ウォーター東日本㈱ 東京都港区虎ノ門三丁目18-19

60 エイ・スィーサービス㈱ 青森県青森市問屋町1-12-2
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61 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス 東京都小平市御幸町32

62 永薬品商事㈱ 岩手県奥州市水沢字高屋敷24-1

63 ㈱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

64 ㈱エービッツ 青森県青森市新町2-6-25

65 エーワン保全㈱ 青森県つがる市富萢町屏風山1-1115

66 エクナ㈱ 岩手県盛岡市中央通1-6-30

67 ㈱エコブリッジ 青森県八戸市大字市川町字下揚45-10

68 ㈱エスアールエル 東京都新宿区西新宿2-1-1

69 エスティイー㈱ 青森県八戸市卸センター2-6-10

70 SBテクノロジー㈱ 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

71 ＮＥＣキャピタルソリューションズ㈱ 東京都港区港南2-15-3

72 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 東京都文京区後楽2-6-1

73 ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 東京都千代田区神田司町２丁目３番地

74 エヌエス環境㈱ 東京都港区芝公園一丁目2-9

75 ㈱ＮＪＳ 東京都港区芝浦1-1-1

76 NTT-TCリース㈱ 東京都港区港南１丁目２番70号

77 ㈱ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1

78 ㈱ＮＴＴ東日本－東北 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1

79 ㈲エフ・エス・ケイ 青森県三戸郡三戸町大字川守田字元木平9-5

80 ㈲エムシステム 青森県弘前市大字安原3-2-13

81 エレベーターコミュニケーションズ㈱ 東京都品川区南大井6-16-16　鈴中ビル大森3F

82 奥羽特装販売㈱ 青森県八戸市城下4-12-5

83 ㈱大阪組 青森県青森市大字諏訪沢字岩田51番地１

84 ㈲大坂室内 青森県八戸市下長7-3-31

85 ㈱オープンループパートナーズ 東京都新宿区4-3-14　ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ7階

86 小笠原厨房機器サービス 青森県青森市橋本3-16-14

87 ＯＫＩクロステック㈱ 東京都中央区晴海1-8-11

88 沖電気工業㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12

89 ㈲尾崎自動車商会 青森県五所川原市字栄町62-1

90 ㈱オダプリント 青森県八戸市北インター工業団地3-2-100
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91 オリンパスマーケティング㈱ 東京都新宿区西新宿2-3-1

92 ㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16

93 ㈱会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12

94 ㈱加賀医療器 青森県十和田市西十一番町28-1

95 ㈲角田通信工業 青森県八戸市江陽5-6-16

96 ㈱角弘 青森県青森市新町2-5-1

97 ㈲柏崎清掃社 青森県八戸市大字是川字田中山24－23

98 ㈱加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町129-1

99 ㈱金入 青森県八戸市卸センター2-4-12

100 釜渕運送㈲ 青森県三戸郡田子町大字田子七日市上ノ平9-1

101 上北重車輛㈱ 青森県十和田市大字深持字梨ノ木平167-2

102 上十三地区森林組合 青森県十和田市西二十二番町4-9

103 川口印刷工業㈱ 岩手県盛岡市羽場10-1-2

104 ㈱河原木電業 青森県八戸市江陽2-11-13

105 環境技術㈱ 青森県八戸市八太郎6-12-4

106 ㈱環境工学 青森県弘前市城東中央3-4-17

107 ㈲環境プラント 青森県弘前市大字城東中央1-5-7

108 環境保全㈱ 青森県平川市松崎西田41番地10

109 環境緑花工業㈱ 青森県八戸市大字河原木字千苅田12-5

110 関東文化財振興会㈱ 茨城県筑西市布川1012

111 ㈱キクテック 愛知県名古屋市南区加福本通1-26

112 ㈱ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540-12

113 北奥羽広域水道総合サービス㈱ 青森県八市市北白山台二丁目6-1

114 北沢産業㈱ 東京都渋谷区東2-23-10

115 ㈱北日本朝日航洋 岩手県盛岡市門２－１－１

116 ㈱北日本ウエスターン商事 宮城県仙台市宮城野区扇町3-9-10

117 北日本化工㈱ 青森県八戸市大字市川町字尻引前山57-1

118 北日本計装㈱ 青森県八戸市城下1-18-3

119 北日本コンピュータサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32

120 北日本通信㈱ 岩手県盛岡市本町通3-20-6
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121 ㈱北村 青森県三戸郡田子町大字田子字田子25-1

122 キヤノンメディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385

123 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2-14-10

124 ㈱キャンサースキャン 東京都品川区西五反田1-3-8

125 協榮産業㈱ 青森県八戸市大字根城字大久保9-71

126 ㈱ぎょうせい 東京都江東区新木場1-18-11

127 ㈱協同 青森県青森市堤町2-1-1

128 ㈱京谷電気 青森県八戸市北白山台2-8-23

129 共立医科器械㈱ 岩手県盛岡市愛宕町15-9

130 ㈱協和医療器 青森県八戸市北白山台2-1-9

131 ㈱協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚1-62-11

132 共和清運㈱ 青森県三戸郡三戸町大字梅内字大反前田37-3

133 協和通信㈱ 青森県八戸市長苗代字内舟渡51-2

134 協和熱管理工業㈱ 青森県八戸市湊高台4-17-8

135 ㈲共和防災 青森県青森市松森3-17-13

136 クマリフト㈱ 大阪府大阪市西区京町堀1-12-20

137 ㈱クリーン中栄 青森県八戸市大字河原木字長円坊堀56－1

138 グローリー㈱ 兵庫県姫路市下手野1-3-1

139 ＫＳＳ㈱ 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

140 ㈱ケー・シー・エス 東京都文京区小石川1-1-17　

141 ㈱現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番８号

142 ㈱県南環境 青森県十和田市大字相坂字高清水80-3

143 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

144 県南清掃㈱ 青森県十和田市大字三本木字野崎40-370

145 ㈲慶友建設 青森県青森市大字石江字岡部155番地32

146 ㈱コウケン室内 青森県八戸市石堂一丁目1-36

147 ㈱江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩5-18-6

148 神戸綜合速記㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8

149 広和計装㈱ 青森県八戸市大字長苗代字上碇田6-1

150 ㈱功和産業 青森県八戸市河原木字高森4-15
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151 興和ティムス㈱ 青森県十和田市西十二番町1-3

152 ㈲光和ビルサービス 青森県八戸市城下4-12-13

153 国際航業㈱ 東京都新宿区北新宿2-21-1

154 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3

155 互光産業㈱ 青森県八戸市売市2-4-2

156 ㈱コスモジャパン 青森県八戸市白銀3-6-12

157 ㈱コスモリサーチ 福岡県福岡市博多区春町2-8-9

158 コセキ㈱ 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-26

159 ㈱コネクトグローカル 青森県八戸市松ヶ丘７番地４

160 コマツカスタマ－サポート㈱ 東京都港区白金1-17-3

161 ㈲サイシン広告 埼玉県秩父市下影森4057-11

162 ㈲サウンドクリエイト 青森県八戸市沼館３丁目３番地10号

163 ㈱坂本印刷所 青森県三戸郡三戸町大字六日町16-1

164 ㈲サクラメディック 青森県十和田市大字三本木字西金崎371-6

165 ㈱佐々木隆蔵商店 青森県八戸市江陽4-8-18

166 ㈱サトー防災 青森県八戸市下長8-1-25

167 ㈱サンアメニティ 東京都北区王子3-19-7

168 ㈱サンエイ 青森県青森市妙見3-2-19

169 三栄防火機材㈱ 青森県八戸市大字類家字縄手下7-11

170 ㈱サンガス 青森県三戸郡三戸町川守田町13

171 三共防災㈱ 青森県八戸市大字長苗代字内舟渡48-3

172 ㈱サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠2-13-7

173 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26

174 三晃システム㈱ 青森県八戸市北白山台2-6-18

175 ㈱三幸堂ビジネス 岩手県二戸市福岡字町裏29-3

176 ㈲サンコー清掃 青森県三戸郡三戸町大字斗内字中堤13-4

177 ㈱サン・コンピュータ 青森県八戸市北インター工業団地1-5-10

178 ㈱三新スポーツ 青森県八戸市上組町47-1

179 ㈱三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島6-2-40

180 サンセキュリティ㈱ 青森県八戸市大字糖塚字柳ノ下16-3
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181 ㈱サンデー 青森県八戸市根城6-22-10

182 ㈲サントーヨー住器 青森県三戸郡三戸町大字川守田字東張渡22

183 ㈲三戸清掃社 青森県三戸郡三戸町大字同心町字金堀17-4

184 ㈱サンメディカル 岩手県盛岡市肴町2番31号

185 ㈲三良商事ストレスケアセンターふよう 青森県青森市花園1-25-20

186 三和シャッター工業㈱ 東京都板橋区新河岸ニ丁目3番5号

187 ㈱ジーアイテック 青森県八戸市大久保字行人塚7-1

188 ㈱ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲1-7-12

189 ㈱JECC 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

190 ㈱シグマソリューションズ 秋田県秋田市卸町3-4-1

191 ㈱しぐまリース 青森県八戸市大字廿三日町2

192 システム企画設計㈱ 宮城県仙台市宮城野区東仙台5-21-67

193 システムバンク㈱ 北海道札幌市中央区大通西8-2

194 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 東京都調布市調布ケ丘3-6-3

195 ㈱自治体病院共済会 東京都千代田区平河町2-7-5　砂防会館本館７階

196 芝管工㈱ 青森県青森市自由ヶ丘2-3-3

197 ㈱シバタ医理科 青森県弘前市高田3-7-1

198 ㈲下久保林業 青森県十和田市大字深持字山ノ下123-2

199 ジャパンエレベーターサービス城西㈱ 東京都新宿区新宿6-29-8

200 ㈱秀栄社印刷 青森県三戸郡五戸町字中道7-1

201 ㈱シューテック 青森県青森市緑1-18-1

202 ㈱新印刷興業 青森県青森市大字野木字野尻37-728

203 ㈱シン技術コンサル 北海道札幌市白石区栄通2-8-30

204 （株）シンク 青森県青森市中央1-23-4

205 新光印刷㈱ 青森県八戸市大字新井田字鷹清水9-11

206 新生メディカル㈱ 青森県八戸市沼館2-1-21

207 ㈱水機テクノス 東京都世田谷区桜丘5-48-16

208 ㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8

209 ㈱昴造園建設 青森県八戸市大字大久保字大塚17-74

210 ㈱青工 青森県青森市新田3-11-8

所　在　地番号 商号又は名称
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211 ㈱清掃センター 青森県八戸市城下4-12-5

212 ㈱清掃テクノサービス 青森県八戸市城下4-12-5

213 ㈱清掃プラザ 青森県八戸市城下4-12-13

214 ㈱青南商事 青森県弘前市大字神田5-4-5

215 ㈱石生企業グループ 青森県八戸市城下3-1-23

216 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前1-5-1

217 ㈱ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1

218 ㈱曽我産業 青森県八戸市南郷区大字中野字丑木沢41-7

219 第一清掃㈱ 青森県八戸市大字是川字金ケ坂18

220 第一物産㈱ 山形県酒田市卸町１番地の12

221 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17

222 ㈱大永 岩手県滝沢市大崎94-97

223 ㈲大昇運輸 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢191

224 大新東㈱ 東京都調布市調布ケ丘3-6-3

225 大成温調㈱ 東京都品川区大井1-49-10

226 大成産業㈱ 青森県青森市大字浜田字玉川262-9

227 大東印刷㈱ 青森県八戸市長苗代字内船渡102-14

228 ㈲大平商事 青森県八戸市類家2-7-46

229 太平ビルサービス㈱ 青森県青森市勝田1-18-7

230 大丸㈱ 北海道札幌市中央区南1条西3-2

231 ㈲大和産業 青森県八戸市大字大工町17

232 大和産業㈱ 佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目５－１９

233 大和リース㈱ 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36

234 ㈱高砂重工 青森県八戸市桔梗野工業団地2-11-50

235 ㈱田澤洋紙店 岩手県盛岡市中野2-15-8

236 ㈱タックエンジニアリング 岩手県盛岡市津志田西2-3-20

237 ㈱建物管理技研 青森県八戸市大字大久保字三社3-3

238 谷川環境衛生開発㈱ 青森県むつ市新町41-1

239 タニコー㈱ 東京都品川区戸越1-7-20

240 地中エンジニアリング㈱ 埼玉県さいたま市桜区田島5-19-8

番号 商号又は名称 所　在　地
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241 ㈱中央事務器 青森県青森市中央2-4-6

242 都築電気㈱ 東京都港区新橋6-19-15

243 ㈱ツルコ 青森県八戸市根城字大久保48-33

244 ＤＣＭ㈱ 東京都品川区南大井6-22-1

245 ㈱データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1-21-35　広島ミクシス・ビル

246 ㈱テクノス 青森県八戸市北白山台2-4-23

247 ㈱テクノル 青森県八戸市大字廿三日町2

248 ㈱テクノワーク 青森県八戸市大字田面木字長者森2-6

249 ㈱電技パーツ 青森県青森市第二問屋町3-6-44

250 東亜リース㈱ 岩手県奥州市水沢工業団地1-1

251 ㈱東奥アドシステム 青森県青森市古川1-21-12

252 東奥マイクロシステム㈱ 青森県八戸市諏訪2-3-15

253 東奥マネジメント㈱ 青森県青森市石江四丁目１番地２

254 東京鐵鋼㈱ 栃木県小山市横倉新田520

255 ㈱東京堂 青森県むつ市小川町1-6-1

256 ㈲東興技術メンテナンス 青森県八戸市類家5-38-4

257 ㈱東酸 青森県青森市原別5-11-56

258 東芝インフラシステムズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

259 東テク㈱ 東京都中央区日本橋本町3-11-11

260 東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢5-2-1

261 東北アルフレッサ（株） 福島県郡山市喜久田町卸1-46-1

262 東北インテリジェント通信（株） 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1

263 東北ウォール㈱ 青森県八戸市卸センター2-6-10

264 東北化学薬品㈱ 青森県弘前市大字神田1-3-1

265 東北企業㈱ 山形県山形市松見町11-19

266 ㈱東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-18-21

267 東北公営企業㈱ 岩手県盛岡市中太田屋敷他103-3

268 ㈲東北国際芝生 青森県八戸市大字長苗代字上碇田53-2

269 東北重工㈱ 青森県八戸市大字河原木字北沼15-1

270 一般財団法人　東北電気保安協会 宮城県仙台市太白区あすと長町3-2-36

所　在　地番号 商号又は名称
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271 東北ヒート化学㈱ 青森県八戸市城下3-7-10

272 ㈲東北ビル綜合管理 青森県青森市松原3-14-27

273 東北藤吉工業㈱ 宮城県仙台市若林区蒲町18-1

274 ㈱東北ポンプシステム販売 青森県青森市妙見2-8-8

275 ㈱東北油化 岩手県盛岡市黒川22-77

276 東北緑化環境保全㈱ 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1

277 東洋建物管理㈱ 青森県青森市橋本1-7-3

278 ㈲東和微生物検査所 岩手県盛岡市南仙北二丁目8-29

279 ㈱トーショー 青森県八戸市卸センター2-6-10

280 ㈱東晴 青森県青森市第二問屋町3-2-6

281 ㈱図書館流通センター 東京都文京区大塚3-1-1

282 凸版印刷㈱ 東京都台東区台東1-5-1

283 ㈱十和田ビルサービス 青森県十和田市大字赤沼字下平437-9

284 中栄コンクリート工業㈱ 青森県八戸市大字河原木字長円坊堀56－1

285 ㈱中長印刷 青森県八戸市城下4-24-23

286 ㈱ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野432

287 中道リース（株） 札幌市中央区北１条東3-3

288 中村弘前㈱ 青森県弘前市大字清野袋5-3-1

289 ㈱ナガワ 東京都千代田区丸の内1-4-1

290 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

291 ㈲ナツサカ消毒 青森県八戸市大字河原木字小田上3-7

292 ㈱南部医理科 岩手県紫波郡矢巾町高田10-78-1

293 南部シビルコンサルタンツ㈱ 青森県十和田市東五番町7-3-2

294 南部電機（株） 青森県八戸市沼館1丁目20番5号

295 西浦水道建設工業㈱ 青森県八戸市沼館1-7-38

296 （有）'西浦メンテサービス 青森県八戸市沼館1-7-38

297 ㈱西衡器製作所 青森県青森市新町2-6-20

298 ㈱西田組 青森県青森市大字荒川字柴田102-1

299 ㈱西原環境 東京都港区海岸3-20-20

300 ㈱ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2丁目9

番号 商号又は名称 所　在　地
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301 ニチレキ㈱ 東京都千代田区九段北4-3-29

302 日興通信㈱ 東京都世田谷区桜丘1-2-22

303 ㈱日興薬品 青森県十和田市大字伝法寺字蒼前堂36

304 ㈱ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

305 ㈱日商 青森県十和田市東四番町10-19

306 日清医療食品㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3　東京ビルディング20階　　

307 ㈱日新管財 青森県八戸市江陽4-8-11

308 ㈱日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7

309 日青産業㈱ 青森県八戸市大字大久保字小久保平19-1

310 日成ビルド工業㈱ 石川県金沢市金石北3-16-10

311 日東通信㈱ 宮城県仙台市青葉区堤町3-1-15

312 日本カルミック㈱ 東京都千代田区九段南1-5-10

313 日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1

314 ㈲日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢2996-2

315 日本エレベーター工業㈱ 青森市大字野木字野尻24-1

316 日本オーチス・エレベータ㈱ 東京都文京区本駒込28-8

317 日本会計コンサルティング㈱ 東京都港区東新橋1-5-2

318 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館

319 ㈱二本木油店 青森県八戸市根城2-26-29

320 日本キャタピラー合同会社 東京都中野区本町1-32-2

321 ㈱日本経営情報システム 北海道札幌市豊平区平岸二条5-2-14　第５平岸グランドビル601号

322 日本国民食㈱ 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

323 日本コムテック㈱ 北海道札幌市中央区南八条西13-3-60

324 ㈱日本サポートサービス 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

325 日本水道管路㈱ 東京都中央区晴海3-13-1-4923

326 日本水道サービス㈱ 山形県米沢市万世町桑山1549番地７

327 ㈱日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1-34

328 日本調理機㈱ 東京都大田区東六郷3-15-8

329 日本無線㈱ 東京都三鷹市牟礼6-21-11

330 ㈲ニューコン・メディカル商事 青森県八戸市根城4-1-20

所　在　地番号 商号又は名称
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331 Ｎｅｘｔ－ｉ㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅2-35-22

332 ㈱根城グリーン建設 青森県八戸市西白山台6-9-21

333 ㈱ノザワ 青森県八戸市西白山台6-9-45

334 ㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1-1

335 ㈱パスコ 東京都目黒区東山1-1-2

336 長谷川体育施設㈱ 東京都世田谷区太子堂1-4-21

337 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 東京都中央区銀座8-21-1

338 ㈱畑中造園土木 青森県八戸市石堂4-6-16

339 八戸液化ガス㈱ 青森県八戸市卸センター2-6-27

340 ㈲八戸三京 青森県八戸市大字湊町字新井田道8-5

341 八戸事務機販売㈱ 青森県八戸市小田2-1-18

342 八戸市森林組合 青森県八戸市卸センター2-4-21

343 八戸通運㈱ 青森県八戸市城下1-1-9

344 ㈱八戸鉄工所 青森県八戸市大字河原木字北沼15-7

345 八戸電気工事業協同組合 青森県八戸市長根4-3-25

346 八戸東和薬品㈱ 青森県八戸市城下1-28-16

347 八戸燃料㈱ 青森県八戸市城下1-11-2

348 ㈲八戸油槽 青森県五戸町大字上市川字石呑46-2

349 ㈱パティネレジャー 東京都豊島区巣鴨二丁目６番１号

350 パナソニックＬＳエンジニアリング㈱ 大阪府大阪市中央区城見2-1-61

351 ㈱ハムシステム庄内 山形県酒田市両羽町6-4

352 ㈱ぱるじゃサービス 青森県八戸市大字豊崎町字中村17-1

353 ㈱ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-9

354 ㈱ビー・エム 青森県八戸市下長1-18-23

355 ㈱東自動車商会 青森県三戸郡三戸町大字同心町字古間木平24-8

356 東日本電信電話㈱ 東京都新宿区西新宿3-19-2

357 東日本ライナー㈱ 青森県青森市大字新城字山田675-4

358 東日本総合計画㈱ 東京都墨田区業平3-14-4

359 ㈲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

360 ㈱ヒグチ 青森県八戸市城下3-13-14

番号 商号又は名称 所　在　地
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361 ㈱ヒグチ 青森県青森市問屋町1-15-22

362 ㈱ビジネスサービス 青森県青森市新町2-6-29

363 日立建機日本㈱ 埼玉県草加市弁天五丁目33-25

364 ㈱日立国際電気 東京都港区西新橋二丁目15番12号

365 ㈱日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町101

366 ビルアート㈱ 青森県八戸市高州1-4-12

367 ㈲ビルメン田中 青森県上北郡おいらせ町阿光坊105-114

368 ㈱ビルメン八戸 青森県八戸市大字寺横町6

369 ㈱ヒロタ 青森県青森市大字野木字野尻37-691

370 福興産業㈱ 福島県伊達郡桑折町字田植12-1

371 フクダ電子北東北販売㈱ 秋田県秋田市山王中島町8-10

372 フクダライフテック北東北㈱ 秋田県秋田市尻川御休町9-23

373 富士産業㈱ 東京都港区新橋5-32-7

374 富士商事㈱ 山形県山形市西田2-24-46

375 フジ地中情報㈱ 東京都港区海岸3-20-20

376 富士通Ｊａｐａｎ㈱ 東京都港区東新橋1-5-2

377 ㈱富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17

378 富士通リース㈱ 東京都千代田区神田練塀町3

379 富士フイルムシステムサービス㈱ 東京都板橋区坂下1-19-1

380 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 東京都江東区豊洲二丁目2-1

381 ㈱フジマック 東京都港区南麻布１-７-23

382 扶桑電通㈱ 東京都中央区築地5-4-18

383 ㈱文屋 青森県三戸郡五戸町字沢向27-1

384 フルテック㈱ 北海道札幌市中央区きた13条17丁目1-31

385 ㈱プロテック 兵庫県西宮市室川町１２番３号

386 ㈱ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方3-7-17

387 豊産管理㈱ 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本19-1

388 ㈱ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1　Ａｃｒｏｓｓ8階

389 (株)北斗医理科 青森県弘前市大字城東中央3-3-3

390 ㈱ほくとう 青森県八戸市北インター工業団地3-2-80

所　在　地番号 商号又は名称
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391 北都ビル㈱ 青森県三戸郡五戸町字鍛冶屋窪4-2

392 ㈲北冷工業 青森県八戸市大字長苗代字島ノ前1-1

393 ホシザキ東北㈱ 宮城県仙台市青葉区昭和町2-38

394 母子モ㈱ 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティー35階

395 北海道地図㈱ 北海道旭川市台場一条2-1-6

396 マイクロセンター㈱ 青森県八戸市小中野2-16-4

397 ㈱前川製作所 東京都江東区牡丹3-14-15

398 （株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-12

399 ㈱松村電気製作所 東京都文京区根津2-12-1

400 ㈲マモル商運 青森県八戸市大字長苗代字幕ノ内10-5

401 ㈱マルゼン 東京都台東区根岸2-19-18

402 マルマンコンピュータサービス㈱ 青森県弘前市宮川3-5-2

403 ㈱マンマレード 青森県むつ市海老川町3番11号

404 ㈲三浦造園 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-402

405 ミザック㈱ 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-14　アクア堂島NBFタワー17階

406 ㈲三沢警備保障 青森県三沢市大字三沢字下タ沢83-136

407 みずほ東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6

408 みちのく印刷㈲ 青森県八戸市大字妙字花生8－107

409 ㈱みちのくクボタ 岩手県花巻市東宮野目13地割9

410 ㈱みちのく計画 青森県青森市浜館1-14-3

411 みちのくリース㈱ 青森県青森市橋本1-4-10

412 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東京都千代田区有楽町1-7-1

413 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東京都台東区東上野5-24-8

414 ミドリ安全青森㈱ 青森県青森市古舘1-10-7

415 ㈱三八五オートリース 青森県八戸市柏崎2-4-17

416 三八五フーズ㈱ 青森県八戸市大字長苗代字元木26-3　三八五流通第二ビル１階

417 三八五流通㈱ 青森県八戸市大字長苗代字上中坪35-1

418 美和電気工業㈱ 東京都新宿区新宿1-8-5

419 ㈱ムサシ 東京都中央区銀座8-20-36

420 ㈲むさし屋 青森県八戸市類家3-1-7

番号 商号又は名称 所　在　地
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421 ㈱村下建設工業 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢尻15-1

422 ㈱メディセオ 東京都中央区八重洲2-7-15

423 ㈱メフォス 東京都港区赤坂2丁目23-1

424 矢切薬品㈱ 岡山県岡山市南区妹尾3273-3

425 ㈱山健 青森県弘前市大字門外字村井50-1

426 山大機電㈱ 青森県青森市大字荒川字藤戸133-3

427 ㈱大和速記情報センター 東京都港区新橋5-13-1

428 山二システムサービス㈱ 秋田県秋田市仁井田新田2-16-13

429 ヤンマーアグリジャパン㈱ 大阪府尾坂氏北区鶴野町1-9

430 ㈱ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-1

431 ㈱ユーアイソフトウェア 青森県八戸市城下4-1-38

432 ㈲ユーザーサービス青森 青森県青森市緑1-21-1

433 UDトラックス㈱ 埼玉県上尾市大字壱丁目1

434 一般社団法人ユニバーサルネット 青森県八戸市根城4-21-14

435 ㈱吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町2

436 ㈱吉田システム 青森県八戸市大字廿三日町2

437 ㈱ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2-1-4　日東九段ビル6階

438 ㈲ランドスケープ 青森県八戸市根城8-12-20

439 ランドブレイン㈱ 東京都千代田区平河町1-2-10

440 ㈱リーディングシステム 青森県八戸市売市右水門下8-22

441 リコージャパン㈱ 東京都大田区中馬込1-3-6

442 リコーリース㈱ 東京都千代田区紀尾井町4-1

443 理水化学㈱ 大阪市北区南森町1-4-10

444 菱光リフト東北㈱ 宮城県仙台市泉区加茂3-16-8

445 ㈱レンタルのニッケン 東京都千代田区永田町2-14-2

446 六ヶ所エンジニアリング㈱ 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮22-258

447 ワールドウォーターバック㈱ 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目6-23

448 和井田電業㈱ 青森県八戸市石堂1-1-25

449 若野ホンダ販売㈱ 青森県八戸市大字長苗代字上中坪１２－１

450 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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