
八幡平市物品の買入れ等資格者名簿

（令和４年４月１日～令和６年３月31日 適用）

令和５年１月１日 現在



種別名称 種別明細

1 双葉重車輌株式会社 市内 岩手県八幡平市平笠第２４地割１番地４０ 産業機器類 その他

1 双葉重車輌株式会社 市内 岩手県八幡平市平笠第２４地割１番地４０ 車両類 車両部品・用品、特殊車両

1 双葉重車輌株式会社 市内 岩手県八幡平市平笠第２４地割１番地４０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1 双葉重車輌株式会社 市内 岩手県八幡平市平笠第２４地割１番地４０ 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

1 双葉重車輌株式会社 市内 岩手県八幡平市平笠第２４地割１番地４０ 賃貸借 特殊車両・建設機械

2 株式会社髙橋板金 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１３地割１４２番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

2 株式会社髙橋板金 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１３地割１４２番地 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）

3 株式会社渡邊商事 市内 岩手県八幡平市平笠第１６地割７０番１ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、一般車両・自転車、特殊車両・建設機械、その他

4 有限会社安代自動車整備工場 市内 岩手県八幡平市寺志田８６番地３ 車両類 自動車、車両部品・用品、特殊車両

4 有限会社安代自動車整備工場 市内 岩手県八幡平市寺志田８６番地３ 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

5 有限会社西根日産チェリー 市内 岩手県八幡平市田頭第３６地割５５番地２ 車両類 自動車

6 サトウ浄化槽管理センター 市内 岩手県八幡平市田頭第１７地割２５番地１ 薬品類 化学・工業薬品

6 サトウ浄化槽管理センター 市内 岩手県八幡平市田頭第１７地割２５番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

7 株式会社北岩手衛生センター 市内 岩手県八幡平市大更第１地割２３８番地１０ 薬品類 化学・工業薬品

7 株式会社北岩手衛生センター 市内 岩手県八幡平市大更第１地割２３８番地１０ 清掃・駆除等 浄化槽清掃

7 株式会社北岩手衛生センター 市内 岩手県八幡平市大更第１地割２３８番地１０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

7 株式会社北岩手衛生センター 市内 岩手県八幡平市大更第１地割２３８番地１０ 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）

8 荒川電気管理事務所 市内 岩手県八幡平市細野９８番地４４６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

9 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 資材類 建設資材

10 株式会社工藤設備 市内 岩手県八幡平市大更第３２地割２７７番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検

11 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

11 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 産業機器類 空調機器、工作機器

11 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 消防防災・保安用具類 消防機器

11 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

12 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地 燃料及び油脂製品類 車両用燃料、暖房用燃料

12 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地 車両類 車両部品・用品

12 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地 資材類 建設資材

12 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 除排雪

12 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 文具・事務機器類 文具・事務用品

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 厨房器具類 厨房機器

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 燃料及び油脂製品類 ガス類、暖房用燃料、車両用燃料、その他

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 消防防災・保安用具類 消防機器

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 車両類 車両部品・用品

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ その他 食料品

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 清掃・駆除等 建物清掃

13 有限会社　山口商店 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６４番地の３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

14 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 清掃・駆除等 側溝排水路清掃

14 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
植栽・庭園管理、上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検、その他施設保守点検、そ
の他設備保守点検

14 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

15 株式会社イーアンドティー 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割１番地３ 車両類 自動車、特殊車両

15 株式会社イーアンドティー 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割１番地３ 運送・運搬・処理 バス運行

15 株式会社イーアンドティー 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割１番地３ 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

15 株式会社イーアンドティー 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割１番地３ 賃貸借 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

16 遠忠石油株式会社 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１ 燃料及び油脂製品類 車両用燃料、暖房用燃料、その他

16 遠忠石油株式会社 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１ 車両類 車両部品・用品

17 大更印刷株式会社 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１６番地９ 印刷・製本 一般印刷

17 大更印刷株式会社 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１６番地９ 文具・事務機器類 用紙

18 有限会社安代清掃社 市内 岩手県八幡平市川原２５番地 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、バス運行

19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発
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19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ 運送・運搬・処理 旅行業、バス運行

19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ 調査・検査・測定 その他調査

19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

19 株式会社八幡平ＤＭＯ 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６８番地２ その他 その他

20 株式会社　小笠原林業 市内 岩手県八幡平市叺田１４４番地３ 財産等売払い 立木

21 有限会社ソフトハウスタカハシ 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割１０番地９ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

21 有限会社ソフトハウスタカハシ 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割１０番地９ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

21 有限会社ソフトハウスタカハシ 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割１０番地９ その他 カメラ・写真、その他

22 有限会社大澤 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１２７番地１ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

22 有限会社大澤 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１２７番地１ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

22 有限会社大澤 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１２７番地１ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

22 有限会社大澤 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１２７番地１ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

22 有限会社大澤 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１２７番地１ その他 記念品・バッジ

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 燃料及び油脂製品類 ガス類、車両用燃料、暖房用燃料、その他

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 産業機器類 建設機器、その他

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 消防防災・保安用具類 消防機器

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 車両類 車両部品・用品、自動車、特殊車両、オートバイ・自転車

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

23 株式会社小山田商店 市内 岩手県八幡平市清水６７番地４ 賃貸借 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

24 株式会社村上林業 市内 岩手県八幡平市保戸坂３０番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

24 株式会社村上林業 市内 岩手県八幡平市保戸坂３０番地１ 財産等売払い 立木

25 株式会社泉山林業 市内 岩手県八幡平市長者前５８番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

25 株式会社泉山林業 市内 岩手県八幡平市長者前５８番地 財産等売払い 立木

26 有限会社関善林業 市内 岩手県八幡平市作平１０９番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

26 有限会社関善林業 市内 岩手県八幡平市作平１０９番地１ 財産等売払い 立木

27 株式会社南部富士カントリークラブ 市内 岩手県八幡平市大更第４７地割３４番地２ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

27 株式会社南部富士カントリークラブ 市内 岩手県八幡平市大更第４７地割３４番地２ その他 記念品・バッジ、その他

28 株式会社小田島商店 市内 岩手県八幡平市松尾第２３地割１０番地３ 文具・事務機器類 文具・事務用品、用紙

28 株式会社小田島商店 市内 岩手県八幡平市松尾第２３地割１０番地３ 薬品類 農業薬品、化学・工業薬品

28 株式会社小田島商店 市内 岩手県八幡平市松尾第２３地割１０番地３ その他 食料品、日用雑貨、その他

29 オーケーバス株式会社 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割５７番地１５ 運送・運搬・処理 バス運行

30 八幡平市産業振興株式会社 市内 岩手県八幡平市大更２－１５４－３６ その他 食料品、その他

31 有限会社西根清掃 市内 岩手県八幡平市大更第１８地割８８番地１０１ 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）

32 有限会社デザイン北斗 市内 岩手県八幡平市田頭第２地割９番地１ その他 広告・看板

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ 厨房器具類 厨房機器

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ 燃料及び油脂製品類 車両用燃料、暖房用燃料、その他

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ 車両類 車両部品・用品

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ 資材類 建設資材

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ その他 日用雑貨、その他

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ その他 その他

33 有限会社戸澤商店 市内 岩手県八幡平市赤坂田１６６番地２ 賃貸借 特殊車両・建設機械、資材類

34 株式会社松田製材所 市内 岩手県八幡平市野駄第２１地割２５５番地 財産等売払い 立木

35 匠工務店 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１地割５９０番地２９５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理

36 有限会社松尾清掃社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木１３地割２４２番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、その他

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ 理化学機器・計測機器類 計測機器

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ 医療・福祉機器類 衛生材料

37 有限会社マルタカ 市内 岩手県八幡平市大更第２１地割１１番地６ その他 日用雑貨、時計・貴金属、広告・看板、カメラ・写真、記念品・バッジ、その他
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38 北岩手菱農株式会社安代支店 市内 岩手県八幡平市小柳田１８６ー１ 薬品類 農業薬品

38 北岩手菱農株式会社安代支店 市内 岩手県八幡平市小柳田１８６ー１ 産業機器類 農業機器、工作機器、その他

39 株式会社ヰセキ東北西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘９－１７１－１ 薬品類 農業薬品

39 株式会社ヰセキ東北西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘９－１７１－１ 産業機器類 農業機器、その他

39 株式会社ヰセキ東北西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘９－１７１－１ 資材類 造園資材

40 鈴木農機株式会社平舘支店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割４６の１ 産業機器類 建設機器、農業機器

41 岩手トヨペット株式会社西根支店 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割７－１ 車両類 自動車

41 岩手トヨペット株式会社西根支店 市内 岩手県八幡平市大更第１９地割７－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 文具・事務機器類 文具・事務用品

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 家具類 スチール家具

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 薬品類 農業薬品

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 産業機器類 農業機器、工作機器

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 消防防災・保安用具類 防災用品

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 車両類 オートバイ・自転車

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ 資材類 建設資材、造園資材

42 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ西根店 市内 岩手県八幡平市平舘第２５地割２９１－２ その他 日用雑貨

43 新岩手農業協同組合八幡平営農経済センター 市内 岩手県八幡平市大更３５－６２ 薬品類 農業薬品

44 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘２５－１４２ その他 食料品

45 エム・エス・ケー農業機械株式会社岩手営業所 市内 岩手県八幡平市大更１－２３０－１ 産業機器類 農業機器

46 エスケー産業株式会社岩手営業所 市内 岩手県八幡平市大更第３地割１５５番５ 資材類 建設資材

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 薬品類 化学・工業薬品

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 産業機器類 工作機器、空調機器、その他

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 消防防災・保安用具類 防災用品

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ その他 日用雑貨、美術・工芸品類、カメラ・写真、記念品・バッジ、時計・貴金属

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検、通信設備保守点検、家具・寝具類

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ その他 その他

47 有限会社佐々木教材社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１８地割２１番地５ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

48 泉金物産株式会社八幡平ガス営業所 市内 岩手県八幡平市平舘２５－５５－４ 厨房器具類 厨房機器

48 泉金物産株式会社八幡平ガス営業所 市内 岩手県八幡平市平舘２５－５５－４ 燃料及び油脂製品類 ガス類、暖房用燃料

49 有限会社ＮＥＷＳ西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘１１地割９番４号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

49 有限会社ＮＥＷＳ西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘１１地割９番４号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

49 有限会社ＮＥＷＳ西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘１１地割９番４号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

49 有限会社ＮＥＷＳ西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘１１地割９番４号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

49 有限会社ＮＥＷＳ西根営業所 市内 岩手県八幡平市平舘１１地割９番４号 その他 記念品・バッジ、広告・看板、日用雑貨、カメラ・写真、その他

50 阿部農機株式会社安代支店 市内 岩手県八幡平市小柳田５４－５ 産業機器類 農業機器、建設機器、その他

50 阿部農機株式会社安代支店 市内 岩手県八幡平市小柳田５４－５ 車両類 車両部品・用品

50 阿部農機株式会社安代支店 市内 岩手県八幡平市小柳田５４－５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

51 小川タクシー株式会社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市大更第１８地割１番地２ 運送・運搬・処理 バス運行、給食運搬

52 株式会社みちのくクボタ八幡平店 市内 岩手県八幡平市田頭３７－１４７－２６ 産業機器類 農業機器、空調機器、その他

52 株式会社みちのくクボタ八幡平店 市内 岩手県八幡平市田頭３７－１４７－２６ 車両類 オートバイ・自転車、自動車

1001 有限会社長尾商店 盛岡広域 岩手県滝沢市上中村１番４６ 財産等売払い 非鉄金属くず、金属くず、一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

1002 株式会社メディカルサポート 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目１５番３７号 警備・受付等 受付・展示物案内

1002 株式会社メディカルサポート 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目１５番３７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、空調設備保守点検
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1002 株式会社メディカルサポート 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目１５番３７号 その他 その他

1003 富士水工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目１０番４８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、空調設備保守点検、下水道施設等保守点検

1004 岩手日野自動車株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前５地割３１番地 車両類 特殊車両、自動車、車両部品・用品

1004 岩手日野自動車株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前５地割３１番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 文具・事務機器類 用紙、ＯＡ機器

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 電気・通信機器類 放送・通信機器、家庭用電気機器

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 産業機器類 空調機器、工作機器、その他

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、電気設
備保守点検、通信設備保守点検

1005 株式会社富士電業社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 賃貸借 理化学機器・計測機器

1006 有限会社アームサービス・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央三丁目１３番１６号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1006 有限会社アームサービス・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央三丁目１３番１６号 産業機器類 空調機器

1007 盛岡ニッタン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中屋敷町３番２７号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1007 盛岡ニッタン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中屋敷町３番２７号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1007 盛岡ニッタン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中屋敷町３番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、消防用設備保守点検、通信設備保守点検、その他設備保守点検

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、寝具、被服、その他

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 薬品類 医薬品、化学・工業薬品

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 産業機器類 工作機器、空調機器、その他

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 消防防災・保安用具類 保安用具、防災用品

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

1008 株式会社佐々長商店 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目１４番１２号 その他 日用雑貨、カメラ・写真、記念品・バッジ、美術・工芸品類、広告・看板、その他

1009 株式会社アクセル 盛岡広域 岩手県盛岡市東安庭三丁目１番４９号 その他 食料品

1010 株式会社トーセイメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 医療・福祉機器類 医療用機器

1010 株式会社トーセイメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1010 株式会社トーセイメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1011 株式会社スポーツブレイン 盛岡広域 岩手県盛岡市山王町１０－１６ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1011 株式会社スポーツブレイン 盛岡広域 岩手県盛岡市山王町１０－１６ その他 広告・看板、記念品・バッジ

1012 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検、その他設備保守点検

1013 協栄テックス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番１号 消防防災・保安用具類 消防機器

1013 協栄テックス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番１号 その他 日用雑貨

1013 協栄テックス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番１号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1013 協栄テックス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番１号 警備・受付等 常駐警備、受付・展示物案内

1013 協栄テックス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、空調設備保守点検

1014 北日本計量器株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ六丁目１３番１７号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1014 北日本計量器株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ六丁目１３番１７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1015 株式会社インタラック北日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１７号 その他 人材派遣、その他

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 産業機器類 その他

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 資材類 建設資材

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 その他 その他

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

1016 株式会社岩手測器社 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目１６番１６号 賃貸借 理化学機器・計測機器、その他

1017 岩手美装株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北二丁目４番１６号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1017 岩手美装株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北二丁目４番１６号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、常駐警備

1017 岩手美装株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北二丁目４番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、電気設備保守点検、除排雪、空調設備保守点検
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1018 有限会社野村実商店 盛岡広域 岩手県盛岡市中屋敷町９番６号 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず

1019 株式会社東北ビルド 盛岡広域 岩手県盛岡市大館町１８番８号 清掃・駆除等 オイルタンク清掃、飲料水貯水槽清掃

1019 株式会社東北ビルド 盛岡広域 岩手県盛岡市大館町１８番８号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1020 株式会社アイヴィック 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１地割１３番地１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）、産業廃棄物（運送・運搬）

1020 株式会社アイヴィック 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１地割１３番地１ 調査・検査・測定 その他調査

1020 株式会社アイヴィック 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１地割１３番地１ その他 その他

1021 株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目７番３７号 厨房器具類 厨房機器

1021 株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目７番３７号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1021 株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目７番３７号 産業機器類 空調機器

1021 株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目７番３７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、空調設備保守点検

1022 有限会社いさごだ 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町４番２６号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1022 有限会社いさごだ 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町４番２６号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1023 株式会社村源 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町６番２号 医療・福祉機器類 医療用機器、衛生材料

1023 株式会社村源 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町６番２号 薬品類 医薬品、化学・工業薬品

1023 株式会社村源 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町６番２号 その他 日用雑貨、食料品

1024 有限会社光明園 盛岡広域 岩手県盛岡市渋民字駅２２番地の１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理

1025 桜心警備保障株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１９番４号 警備・受付等
機械警備、巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案
内

1025 桜心警備保障株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１９番４号 調査・検査・測定 その他調査

1026 協積産業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 資材類 建設資材

1026 協積産業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

1026 協積産業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 その他 広告・看板

1026 協積産業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1026 協積産業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1027 岩手道路開発株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品

1027 岩手道路開発株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ 消防防災・保安用具類 保安用具

1027 岩手道路開発株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ 資材類 建設資材

1027 岩手道路開発株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ その他 広告・看板

1027 岩手道路開発株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1028 有限会社ニーズ開発 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１１番３８号 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃

1028 有限会社ニーズ開発 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１１番３８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、その他施設保守点検

1028 有限会社ニーズ開発 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１１番３８号 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 家具類 スチール家具、その他

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 電気・通信機器類 視聴覚機器

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ その他 カメラ・写真

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1029 株式会社リードコナン 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田６８－４０ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1030 有限会社東北リサイクリング 盛岡広域 岩手県盛岡市上米内字庄ヶ畑１２０番地 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず

1031 株式会社よつばテクノ 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1032 有限会社　東部総業 盛岡広域 岩手県滝沢市鵜飼向新田１５９番地１８ 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 家具類 スチール家具、その他

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 厨房器具類 厨房機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 燃料及び油脂製品類 ガス類

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 医療・福祉機器類 医療用機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 薬品類 化学・工業薬品

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 産業機器類 工作機器

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 その他 その他
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1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
家具・寝具類、空調設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、医療・福祉機器保守点
検

1033 株式会社成瀬器械 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、理化学機器・計測機器

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 産業機器類 空調機器、その他

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 その他 日用雑貨

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 清掃・駆除等
建物清掃、飲料水貯水槽清掃、オイルタンク清掃、浄化槽清掃、側溝排水路清掃、公園・道路
等清掃、鼠等衛生害虫防除

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 警備・受付等
機械警備、巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案
内

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
消防用設備保守点検、電気設備保守点検、空調設備保守点検、家具・寝具類、昇降機・自動
ドア保守点検、厨房設備保守点検、下水道施設等保守点検、その他設備保守点検、その他施
設保守点検

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 調査・検査・測定 大気・環境検査

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1034 株式会社寿広 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目８番１号 賃貸借 清掃用具類、その他

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 産業機器類 その他

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 その他 カメラ・写真

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 その他 その他

1035 テクノ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１０番１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類

1036 株式会社ダスキン盛岡 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 繊維類 被服

1036 株式会社ダスキン盛岡 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 医療・福祉機器類 福祉用機器

1036 株式会社ダスキン盛岡 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 その他 日用雑貨

1036 株式会社ダスキン盛岡 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1036 株式会社ダスキン盛岡 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 賃貸借 清掃用具類、イベント用品類、家具類、医療機器・福祉用具類、電気・通信機器類

1037 株式会社阿部謄写堂 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目８番３７号 印刷・製本 一般印刷、地図調製、複写業務、製本

1037 株式会社阿部謄写堂 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目８番３７号 コンピュータ関連 データ入力業務

1038 株式会社藤沢体育堂 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番２８号 繊維類 被服、その他

1038 株式会社藤沢体育堂 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番２８号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1038 株式会社藤沢体育堂 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番２８号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具、運動用品

1038 株式会社藤沢体育堂 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番２８号 その他 記念品・バッジ、その他

1038 株式会社藤沢体育堂 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番２８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検、その他設備保守点検

1039 アリス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市神子田町２１番１５号 資材類 建設資材

1039 アリス株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市神子田町２１番１５号 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、古紙、ガラス瓶

1040 株式会社アズ・シード 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地２７ その他 広告・看板

1040 株式会社アズ・シード 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地２７ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1040 株式会社アズ・シード 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地２７ 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1040 株式会社アズ・シード 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地２７ 賃貸借
医療機器・福祉用具類、消防保安用具類、教材・楽器・運動用品、資材類、イベント用品類、仮
設建築物、家具類、電気・通信機器類、厨房器具類、一般車両・自転車、事務機器・ＯＡ機器、
その他

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 印刷・製本 一般印刷、地図調製、複写業務、製本

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 文具・事務機器類 文具・事務用品、用紙

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 繊維類 その他

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 その他 広告・看板、選挙用品、美術・工芸品類、記念品・バッジ、その他

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 運送・運搬・処理 広報紙・文書集配

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

1041 杜陵高速印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番２号 その他 その他
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1042 マックスエレベーター株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号小山田第１ビル１Ｆ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1043 株式会社盛岡臨床検査センター 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地３ 医療・福祉機器類 医療用機器

1043 株式会社盛岡臨床検査センター 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地３ 調査・検査・測定 臨床検査、食品検査

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、公園・道路等清掃、鼠等衛生害虫防除

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 警備・受付等 巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案内

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 調査・検査・測定 大気・環境検査

1044 第一商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上ノ橋町８番８号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1045 岩舘電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1045 岩舘電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、視聴覚機器

1045 岩舘電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、電気設備保守点検

1046 株式会社事務機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1046 株式会社事務機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３０号 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

1046 株式会社事務機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３０号 その他 カメラ・写真

1046 株式会社事務機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検、医療・福祉機器保守点検

1046 株式会社事務機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1047 株式会社せいなん 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割２１番地 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1047 株式会社せいなん 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割２１番地 その他 日用雑貨

1047 株式会社せいなん 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割２１番地 清掃・駆除等 建物清掃、鼠等衛生害虫防除

1047 株式会社せいなん 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割２１番地 賃貸借 清掃用具類

1048 株式会社盛岡ユニフォーム 盛岡広域 岩手県滝沢市鵜飼細谷地３１番地１３ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1049 岩手三菱ふそう自動車販売株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜中道３８番地２ 車両類 自動車

1050 株式会社ダイトク 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３丁目６番３３号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1050 株式会社ダイトク 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３丁目６番３３号 車両類 特殊車両

1050 株式会社ダイトク 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３丁目６番３３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1051 コマツ岩手株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目９番５号 燃料及び油脂製品類 車両用燃料

1051 コマツ岩手株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目９番５号 車両類 特殊車両、車両部品・用品

1051 コマツ岩手株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目９番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1051 コマツ岩手株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目９番５号 賃貸借 特殊車両・建設機械

1052 株式会社大永 盛岡広域 岩手県滝沢市大崎９４番地９７ 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

1052 株式会社大永 盛岡広域 岩手県滝沢市大崎９４番地９７ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1053 有限会社三協ボイラー商会 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 薬品類 化学・工業薬品

1053 有限会社三協ボイラー商会 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 産業機器類 空調機器

1053 有限会社三協ボイラー商会 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃

1053 有限会社三協ボイラー商会 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1054 有限会社山幸造園 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子２７６番地４４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 除排雪、植栽・庭園管理

1055 平野機工株式会社 盛岡広域 岩手県滝沢市外山３７４番地２４ 産業機器類 その他

1055 平野機工株式会社 盛岡広域 岩手県滝沢市外山３７４番地２４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1056 有限会社岩昭機工 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１０地割５２０番地１０ 薬品類 化学・工業薬品

1056 有限会社岩昭機工 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１０地割５２０番地１０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1057 岩手三菱自動車販売株式会社もりおか厨川店 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１２番１３号 車両類 自動車、車両部品・用品

1057 岩手三菱自動車販売株式会社もりおか厨川店 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川三丁目１２番１３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1058 有限会社タイガースポーツ 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番３号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1058 有限会社タイガースポーツ 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番３号 その他 記念品・バッジ

1059 株式会社ビットエイジ 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目３２番２５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1059 株式会社ビットエイジ 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目３２番２５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1059 株式会社ビットエイジ 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目３２番２５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品
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1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 電気・通信機器類 視聴覚機器、家庭用電気機器

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 消防防災・保安用具類 防災用品

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

1060 株式会社橋市物産 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 その他 美術・工芸品類、広告・看板、記念品・バッジ、日用雑貨、その他

1061 安全電業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北三丁目５番２８号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1061 安全電業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北三丁目５番２８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、電気設備保守点検

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 産業機器類 その他

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 その他 カメラ・写真

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1062 太平工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北天昌寺町８番１４号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1063 エーワメデック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1063 エーワメデック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 警備・受付等 常駐警備

1063 エーワメデック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1064 株式会社総合企画新和 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町５番３３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1064 株式会社総合企画新和 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町５番３３号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1064 株式会社総合企画新和 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町５番３３号 その他 その他

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 厨房器具類 厨房機器

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 産業機器類 工作機器、空調機器、その他

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 消防防災・保安用具類 消防機器

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 資材類 建設資材

1065 株式会社三ツ星商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 その他 カメラ・写真、その他

1066 有限会社第一エンジニヤリング工業 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 清掃・駆除等 公園・道路等清掃

1066 有限会社第一エンジニヤリング工業 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1067 株式会社Ｍ・Ｋ・Ｇ 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目９番１７－２０１号 警備・受付等 巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1068 好竹電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１０７ 厨房器具類 厨房機器

1068 好竹電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１０７ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1068 好竹電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１０７ 産業機器類 工作機器、空調機器

1068 好竹電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１０７ 消防防災・保安用具類 消防機器

1068 好竹電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１０７ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1069 株式会社水研舎 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目６番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1070 有限会社中村畳店 盛岡広域 岩手県盛岡市清水町２番２５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 家具・寝具類

1071 東北電話株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町ニ丁目８番４５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1071 東北電話株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町ニ丁目８番４５号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1071 東北電話株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町ニ丁目８番４５号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1071 東北電話株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町ニ丁目８番４５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

1071 東北電話株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町ニ丁目８番４５号 賃貸借 電気・通信機器類

1072 株式会社佐藤英夫商店 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳２３地割１０４番地１ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、古紙

1073 株式会社東山堂 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目５番２３号 家具類 室内装飾、その他

1073 株式会社東山堂 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目５番２３号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

1073 株式会社東山堂 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目５番２３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 楽器調律

1074 株式会社アウトレジャー 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１番３号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品

1074 株式会社アウトレジャー 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１番３号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1074 株式会社アウトレジャー 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１番３号 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、仮設建築物、厨房器具類、家具類、電気・通信機器類、イベント用品類、
繊維類、消防保安用具類、教材・楽器・運動用品、その他

1075 有限会社サテラ 盛岡広域 盛岡市西青山三丁目１２番５号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1075 有限会社サテラ 盛岡広域 盛岡市西青山三丁目１２番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1076 盛岡広域森林組合 盛岡広域 岩手県盛岡市渋民字泉田３６０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理、その他施設保守点検

1077 有限会社伊藤楽器店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１２号 学校教材・運動用品・楽器類 楽器

1077 有限会社伊藤楽器店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 楽器調律
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1078 株式会社トスネット北東北 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番７号 医療・福祉機器類 医療用機器

1078 株式会社トスネット北東北 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番７号 その他 その他

1078 株式会社トスネット北東北 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番７号 警備・受付等 常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1079 山下電気管理事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市穴口２７５－１１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1080 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 印刷・製本 地図調製

1080 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1081 旭ネオン有限会社 盛岡広域 岩手県盛岡市神子田町１番３９号 その他 広告・看板

1082 信幸プロテック株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割３０３ 厨房器具類 厨房機器

1082 信幸プロテック株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割３０３ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1082 信幸プロテック株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割３０３ 産業機器類 空調機器

1082 信幸プロテック株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割３０３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、厨房設備保守点検

1083 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１７番３７号 調査・検査・測定 大気・環境検査、土壌検査・測定、水質検査、化学物質測定、食品検査

1084 東北シート工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 家具類 室内装飾

1084 東北シート工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品

1084 東北シート工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 その他 広告・看板

1084 東北シート工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1084 東北シート工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 賃貸借 イベント用品類

1085 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 印刷・製本 地図調製

1085 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1085 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 調査・検査・測定 調査・統計

1085 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 その他 その他

1086 株式会社マルモ通信 盛岡広域 岩手県盛岡市門字真立１５１番地１０ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1086 株式会社マルモ通信 盛岡広域 岩手県盛岡市門字真立１５１番地１０ 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1086 株式会社マルモ通信 盛岡広域 岩手県盛岡市門字真立１５１番地１０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

1087 株式会社東和本社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３４７番地 車両類 自動車、特殊車両、車両部品・用品

1087 株式会社東和本社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３４７番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検、空調設備保守点検

1087 株式会社東和本社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３４７番地 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

1088 永代印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目８番３０号 印刷・製本 一般印刷、製本

1089 みちのくキヤンテイーン株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３ その他 食料品

1089 みちのくキヤンテイーン株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３ 清掃・駆除等 建物清掃

1089 みちのくキヤンテイーン株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３ 賃貸借 清掃用具類

1090 有限会社再販 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北一丁目１３番６号 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械、その他

1091 東北極東機械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、その他設備保守点検

1092 株式会社岩手ナブコ 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前４地割１３番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1093 有限会社盛岡消防設備点検センター 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１番３９号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1093 有限会社盛岡消防設備点検センター 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１番３９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1094 株式会社ＭＤＳ 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目３４番８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 理化学機器・計測機器類 計測機器

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 医療・福祉機器類 医療用機器、衛生材料

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 電気・通信機器類 放送・通信機器

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 産業機器類 農業機器、工作機器、空調機器、その他

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 車両類 特殊車両

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 資材類 建設資材

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ その他 カメラ・写真、広告・看板、記念品・バッジ

1095 互光商事株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、消防用設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検

1096 トヨタエルアンドエフ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１０番１０号 産業機器類 建設機器

1096 トヨタエルアンドエフ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１０番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1096 トヨタエルアンドエフ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目１０番１０号 賃貸借 産業機器類

1097 株式会社川徳 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目１０番１号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1097 株式会社川徳 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目１０番１号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1097 株式会社川徳 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目１０番１号 医療・福祉機器類 衛生材料
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1097 株式会社川徳 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目１０番１号 その他 時計・貴金属、美術・工芸品類、日用雑貨、記念品・バッジ

1098 株式会社深沢ツール 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1098 株式会社川徳 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料、ガス類

1098 株式会社深沢ツール 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1098 株式会社深沢ツール 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 産業機器類 空調機器、工作機器、農業機器

1098 株式会社深沢ツール 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 資材類 建設資材

1098 株式会社深沢ツール 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ その他 日用雑貨

1099 ユニオン広研株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番５号 印刷・製本 一般印刷

1099 ユニオン広研株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番５号 文具・事務機器類 文具・事務用品

1099 ユニオン広研株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番５号 繊維類 被服、その他

1099 ユニオン広研株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番５号 消防防災・保安用具類 防災用品

1099 ユニオン広研株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番５号 その他 日用雑貨、広告・看板、その他、記念品・バッジ

1100 株式会社杜陵印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目２２番５０号 印刷・製本 一般印刷、製本

1100 株式会社杜陵印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目２２番５０号 その他 広告・看板

1100 株式会社杜陵印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目２２番５０号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1100 株式会社杜陵印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目２２番５０号 その他 その他

1101 東北清和株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１５番７号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1101 東北清和株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１５番７号 警備・受付等 常駐警備

1102 ＵＤトラックス岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１５地割１０１番地 車両類 特殊車両、自動車

1102 ＵＤトラックス岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１５地割１０１番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1103 株式会社アド装拓 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳２２地割４１番地６ その他 広告・看板

1104 有限会社イワセ 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町片寄字久保田３８番地 消防防災・保安用具類 消防機器

1104 有限会社イワセ 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町片寄字久保田３８番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1105 株式会社細田電気管理事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市狼久保１０８４番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1106 株式会社東広社 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町４番２０号 その他 広告・看板、記念品・バッジ

1106 株式会社東広社 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町４番２０号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 医療・福祉機器類 医療用機器

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 電気・通信機器類 視聴覚機器

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 消防防災・保安用具類 防災用品、消防機器

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 その他 その他

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 警備・受付等 機械警備、巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 その他 その他

1107 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４番１５号 賃貸借 医療機器・福祉用具類、事務機器・ＯＡ機器

1108 株式会社日産レンタカー岩手								 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番５号 賃貸借 一般車両・自転車

1109 株式会社坂東木材 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番３号 資材類 建設資材

1109 株式会社坂東木材 盛岡広域 岩手県盛岡市川目町２３番３号 その他 その他

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ 印刷・製本 製本、一般印刷、地図調製

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ 医療・福祉機器類 衛生材料

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ 消防防災・保安用具類 防災用品

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ その他 広告・看板

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1110 川口印刷工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２ 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

1111 株式会社橋本印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市北山一丁目８番９号 印刷・製本 一般印刷、製本

1112 岩手マツダ販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番１５号 車両類 自動車

1113 有限会社ティーズ 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目２−７−２Ｆ 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1114 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目２０番３３号 その他 その他

1115 湊運輸倉庫株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上厨川字横長根５２番地１ 産業機器類 その他

1115 湊運輸倉庫株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上厨川字横長根５２番地１ 調査・検査・測定 その他調査

1115 湊運輸倉庫株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上厨川字横長根５２番地１ その他 その他

1116 有限会社二和木材 盛岡広域 岩手県滝沢市後２６８番地５６ 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料

1116 有限会社二和木材 盛岡広域 岩手県滝沢市後２６８番地５６ 資材類 建設資材
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1116 有限会社二和木材 盛岡広域 岩手県滝沢市後２６８番地５６ 清掃・駆除等 鼠等衛生害虫防除

1116 有限会社二和木材 盛岡広域 岩手県滝沢市後２６８番地５６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

1116 有限会社二和木材 盛岡広域 岩手県滝沢市後２６８番地５６ 財産等売払い 立木

1117 特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町日詰西六丁目１番地８ その他 その他

1117 特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町日詰西六丁目１番地８ 調査・検査・測定 その他調査

1117 特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町日詰西六丁目１番地８ その他 その他

1118 株式会社ラング 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２０地割６１番地５ 調査・検査・測定 調査・統計

1119 有限会社パトリオ 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番１６号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具

1119 有限会社パトリオ 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番１６号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1119 有限会社パトリオ 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番１６号 資材類 建設資材

1119 有限会社パトリオ 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1120 岩手県森林整備協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５番３８号 その他 その他

1120 岩手県森林整備協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５番３８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理、その他施設保守点検

1120 岩手県森林整備協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５番３８号 財産等売払い 立木

1121 株式会社アイシーエス 盛岡広域 岩手県盛岡市松尾町１７番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、用紙

1121 株式会社アイシーエス 盛岡広域 岩手県盛岡市松尾町１７番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1121 株式会社アイシーエス 盛岡広域 岩手県盛岡市松尾町１７番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1121 株式会社アイシーエス 盛岡広域 岩手県盛岡市松尾町１７番１０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1122 岩手ヤクルト販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂四丁目３番４号 その他 食料品

1123 ナチュラルコム株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１３番２３号 その他 広告・看板

1123 ナチュラルコム株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１３番２３号 調査・検査・測定 その他調査

1123 ナチュラルコム株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１３番２３号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1124 ブリヂストン工業用品岩手販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目５番２５号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品

1124 ブリヂストン工業用品岩手販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目５番２５号 車両類 車両部品・用品

1125 司商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地９ 資材類 建設資材

1126 株式会社メディアクルー 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目１３番４９号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1126 株式会社メディアクルー 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目１３番４９号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1126 株式会社メディアクルー 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目１３番４９号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1126 株式会社メディアクルー 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目１３番４９号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1127 株式会社髙宮商店 盛岡広域 岩手県盛岡市上田四丁目１１番１５号 燃料及び油脂製品類 車両用燃料、暖房用燃料、ガス類

1128 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1128 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1129 株式会社サンメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町２番３１号 家具類 木製家具、スチール家具

1129 株式会社サンメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町２番３１号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具

1129 株式会社サンメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町２番３１号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1129 株式会社サンメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町２番３１号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1129 株式会社サンメディカル 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町２番３１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1130 株式会社岩手めんこいテレビ 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮五丁目２番２５号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝、選挙

1131 株式会社大盛警備保障 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目５０番１号 警備・受付等 常駐警備、巡回警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1131 株式会社大盛警備保障 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目５０番１号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1132 ソーマ通信防災有限会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町５番１６号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1132 ソーマ通信防災有限会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町５番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1133 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1134 山口北州印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番５号 印刷・製本 一般印刷、製本

1134 山口北州印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番５号 その他 広告・看板

1134 山口北州印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１０番５号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1135 株式会社トヨタレンタリース岩手 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町９番５号 賃貸借 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

1136 中川石油株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮六丁目４番７号 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料

1137 株式会社みちのりトラベル東北 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番１８号 運送・運搬・処理 旅行業

1138 佐藤税理士法人 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目３番３０号 その他 その他

1139 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 厨房器具類 厨房機器

1139 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 薬品類 化学・工業薬品

1139 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 産業機器類 空調機器
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1139 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 資材類 建設資材

1139 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
空調設備保守点検、ごみ処理施設保守点検、下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点
検、厨房設備保守点検

1140 畑山教材社 盛岡広域 岩手県盛岡市高松三丁目６番１５号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

1141 ケイカクラボ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮七丁目７番１０号 調査・検査・測定 その他調査

1141 ケイカクラボ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮七丁目７番１０号 その他 その他

1142 株式会社ワーク 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1142 株式会社ワーク 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検

1142 株式会社ワーク 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1143 株式会社三櫻 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町２４番１号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1143 株式会社三櫻 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町２４番１号 薬品類 医薬品

1143 株式会社三櫻 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町２４番１号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1143 株式会社三櫻 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町２４番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検、その他設備保守点検

1144 株式会社イワリン 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 財産等売払い 立木

1145 有限会社小松茂印刷所雫石店 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町中町３６ 印刷・製本 一般印刷、地図調製、複写業務、製本

1145 有限会社小松茂印刷所雫石店 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町中町３６ 文具・事務機器類 用紙

1146 東北公営企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３ 薬品類 化学・工業薬品

1146 東北公営企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点
検、その他設備保守点検、その他施設保守点検

1146 東北公営企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1146 東北公営企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３ 調査・検査・測定 水質検査

1147 オーシーエス岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２３地割１７番地１ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1148 株式会社岩手科学社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通一丁目５番３０号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具

1148 株式会社岩手科学社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通一丁目５番３０号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1148 株式会社岩手科学社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通一丁目５番３０号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1148 株式会社岩手科学社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通一丁目５番３０号 消防防災・保安用具類 保安用具、防災用品

1148 株式会社岩手科学社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通一丁目５番３０号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、運動用品

1149 岩手三八五流通株式会社盛岡主管支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字赤林第５地割４８番地 資材類 建設資材

1149 岩手三八五流通株式会社盛岡主管支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字赤林第５地割４８番地 運送・運搬・処理 引越業

1150 井上楽器 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２番２５号 学校教材・運動用品・楽器類 楽器

1151 株式会社シンエイシステム 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番３２号 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

1151 株式会社シンエイシステム 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番３２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1151 株式会社シンエイシステム 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番３２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1151 株式会社シンエイシステム 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１２番３２号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1152 滝村企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２３番３４号 印刷・製本 製本、複写業務

1152 滝村企業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町２３番３４号 コンピュータ関連 データ入力業務

1153 株式会社ウエダ 盛岡広域 岩手県盛岡市大通二丁目７番２０号 家具類 室内装飾

1153 株式会社ウエダ 盛岡広域 岩手県盛岡市大通二丁目７番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 家具・寝具類

1154 有限会社岩手県官報販売所 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１６番２号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

1154 有限会社岩手県官報販売所 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通一丁目１６番２号 その他 その他

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 産業機器類 その他

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 車両類 特殊車両

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1155 株式会社岩野商会 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1156 株式会社倖星舎 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１番１６号４Ｆ その他 広告・看板、その他

1156 株式会社倖星舎 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１番１６号４Ｆ 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1157 株式会社第一環境保全 盛岡広域 岩手県盛岡市手代森１９地割１９番地 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃

1157 株式会社第一環境保全 盛岡広域 岩手県盛岡市手代森１９地割１９番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1157 株式会社第一環境保全 盛岡広域 岩手県盛岡市手代森１９地割１９番地 その他 その他

1158 岩手洋服販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目１番３４号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服
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1158 岩手洋服販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目１番３４号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1159 株式会社岩手ユニフォーム 盛岡広域 岩手県盛岡市新庄町７番５２号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1159 株式会社岩手ユニフォーム 盛岡広域 岩手県盛岡市新庄町７番５２号 医療・福祉機器類 衛生材料

1160 株式会社田澤洋紙店 盛岡広域 岩手県盛岡市中野二丁目１５番８号 文具・事務機器類 文具・事務用品、用紙

1160 株式会社田澤洋紙店 盛岡広域 岩手県盛岡市中野二丁目１５番８号 医療・福祉機器類 衛生材料

1160 株式会社田澤洋紙店 盛岡広域 岩手県盛岡市中野二丁目１５番８号 その他 日用雑貨

1161 岩手農蚕株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目４番８号 薬品類 農業薬品

1161 岩手農蚕株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目４番８号 産業機器類 農業機器、工作機器、その他

1161 岩手農蚕株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目４番８号 資材類 建設資材

1161 岩手農蚕株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目４番８号 その他 その他

1161 岩手農蚕株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目４番８号 その他 その他

1162 株式会社岩手ソフトウェアセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号 その他 その他

1163 有限会社岩手浄化槽管理センター 盛岡広域 岩手県盛岡市下田字陣場４０番地１４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 薬品類 医薬品、化学・工業薬品、動物用薬品

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 資材類 動物・飼料

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、医療・福祉機器保守点検

1164 共立医科器械株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号 賃貸借 理化学機器・計測機器、医療機器・福祉用具類

1165 株式会社マイクロ岩手 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目１１－１ 印刷・製本 製本、一般印刷、複写業務

1165 株式会社マイクロ岩手 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目１１－１ その他 広告・看板、その他

1166 有限会社佐々木ボデー 盛岡広域 岩手県盛岡市渋民字岩鼻６９番地２４ 消防防災・保安用具類 消防機器

1166 有限会社佐々木ボデー 盛岡広域 岩手県盛岡市渋民字岩鼻６９番地２４ 車両類 特殊車両

1167 樋下建設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 賃貸借 特殊車両・建設機械

1168 株式会社盛岡清掃センター 盛岡広域 岩手県盛岡市手代森１９地割１９番地 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 産業機器類 その他

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 その他 カメラ・写真、その他

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検、その他設備保守点検

1169 北日本通信株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 賃貸借 電気・通信機器類、事務機器・ＯＡ機器、その他

1170 株式会社大東環境科学 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２番２３号 調査・検査・測定 化学物質測定、大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定

1171 株式会社吉田印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市名須川町２３番２７号 印刷・製本 一般印刷、製本

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 電気・通信機器類 家庭用電気機器、視聴覚機器

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 産業機器類 空調機器

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 資材類 動物・飼料

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1172 ライフテック株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下飯岡１０地割１７４番地 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1173 東日本交通株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸字大平１７番地２ 運送・運搬・処理 バス運行、旅行業

1174 株式会社白ゆり 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ六丁目１番５０号 印刷・製本 一般印刷、製本

1175 有限会社日交画房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目４０番２０号 その他 広告・看板

1176 株式会社成瀬理工 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目８番２９号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1176 株式会社成瀬理工 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目８番２９号 薬品類 化学・工業薬品

1176 株式会社成瀬理工 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目８番２９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

1177 有限会社東和微生物検査所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番２９号 調査・検査・測定 臨床検査、食品検査

1178 盛岡いすゞモーター株式会社盛岡北支店 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子３番地３ 車両類 特殊車両、車両部品・用品、自動車

1178 盛岡いすゞモーター株式会社盛岡北支店 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子３番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1178 盛岡いすゞモーター株式会社盛岡北支店 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子３番地３ 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械
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1179 株式会社山崎組 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 資材類 建設資材

1179 株式会社山崎組 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 清掃・駆除等 下水道管渠清掃、側溝排水路清掃、公園・道路等清掃

1179 株式会社山崎組 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、植栽・庭園管理、除排雪

1179 株式会社山崎組 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1180 東邦岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１３６番地 医療・福祉機器類 医療用機器

1180 東邦岩手株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１３６番地 薬品類 医薬品

1181 きたぎんリース・システム株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市材木町２番２３号 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、家具類、イベント用品類、繊維類、清掃用具類、電気・通信機器類、厨房
器具類、産業機器類、理化学機器・計測機器、消防保安用具類、教材・楽器・運動用品、仮設
建築物、一般車両・自転車、特殊車両・建設機械、資材類、医療機器・福祉用具類、その他

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 資材類 造園資材、建設資材

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ その他 その他

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 清掃・駆除等
鼠等衛生害虫防除、公園・道路等清掃、側溝排水路清掃、下水道管渠清掃、浄化槽清掃、オ
イルタンク清掃、飲料水貯水槽清掃、建物清掃

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
除排雪、上水道施設等保守点検、厨房設備保守点検、電気設備保守点検、ごみ処理施設保
守点検、空調設備保守点検、下水道施設等保守点検

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 運送・運搬・処理 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）、一般廃棄物（処理）、産業廃棄物（処理）

1182 株式会社東北ターボ工業 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 調査・検査・測定 水質検査、化学物質測定、大気・環境検査、漏水調査、その他調査

1183 有限会社岩手総合電子 盛岡広域 岩手県盛岡市上田四丁目１８番３０号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1183 有限会社岩手総合電子 盛岡広域 岩手県盛岡市上田四丁目１８番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

1183 有限会社岩手総合電子 盛岡広域 岩手県盛岡市上田四丁目１８番３０号 賃貸借 電気・通信機器類

1184 株式会社ケイ・サービス 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前７地割２０２番地２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検

1185 株式会社コミュニケーションズ・コ・ア 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1185 株式会社コミュニケーションズ・コ・ア 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1185 株式会社コミュニケーションズ・コ・ア 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 その他 その他

1186 株式会社藤村商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 厨房器具類 厨房機器

1186 株式会社藤村商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1186 株式会社藤村商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 産業機器類 空調機器

1186 株式会社藤村商会 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 資材類 建設資材

1187 岩手スバル自動車株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目７番１０号 車両類 特殊車両、自動車、車両部品・用品

1188 有限会社森八商店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３３号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1188 有限会社森八商店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３３号 厨房器具類 厨房用品

1188 有限会社森八商店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３３号 医療・福祉機器類 衛生材料

1188 有限会社森八商店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番３３号 その他 日用雑貨

1189 佐々木スポーツ 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目１０番４５号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1190 有限会社岩手ひかりのくに 盛岡広域 岩手県盛岡市北山一丁目１３番２５号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器

1191 株式会社オリンピア企画 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原三丁目３番８号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 その他 カメラ・写真

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 その他 人材派遣

1192 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町６番１号　 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1193 株式会社クロスリンクシステムズ 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子９５番地２ その他 カメラ・写真

1193 株式会社クロスリンクシステムズ 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子９５番地２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

1193 株式会社クロスリンクシステムズ 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子９５番地２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1194 岩手ノーミ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市青山二丁目２０番５号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1194 岩手ノーミ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市青山二丁目２０番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1195 株式会社システムエイド 盛岡広域 岩手県盛岡市三ツ割四丁目２番８号 その他 その他

1196 イーストライズ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1196 イーストライズ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1197 岩手沢井薬品株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野五丁目２番３８号 薬品類 医薬品
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1198 株式会社ライト・ア・ライト 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１３番３８号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1199 有限会社東北エヌテイエス 盛岡広域 岩手県盛岡市三ツ割五丁目１７番２３号 その他 広告・看板

1200 有限会社豊香園 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目５番１０号 薬品類 農業薬品

1200 有限会社豊香園 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目５番１０号 資材類 造園資材

1200 有限会社豊香園 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目５番１０号 清掃・駆除等 鼠等衛生害虫防除、公園・道路等清掃

1200 有限会社豊香園 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目５番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理

1201 三陸土建株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 清掃・駆除等 側溝排水路清掃、下水道管渠清掃

1201 三陸土建株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検、除排雪

1202 三機商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1202 三機商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1202 三機商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 産業機器類 空調機器、その他

1202 三機商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 清掃・駆除等 建物清掃

1202 三機商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検、空調設備保守点検、昇降機・自動ドア保守点検、その他施設保守点検

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 厨房器具類 厨房機器

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 薬品類 化学・工業薬品

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 産業機器類 空調機器

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 消防防災・保安用具類 消防機器

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃、オイルタンク清掃

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
消防用設備保守点検、空調設備保守点検、厨房設備保守点検、電気設備保守点検、上水道
施設等保守点検

1203 株式会社トライス 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 調査・検査・測定 大気・環境検査

1204 株式会社小原商店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１３番１０号 資材類 建設資材

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 産業機器類 空調機器、その他

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ その他 広告・看板、記念品・バッジ、日用雑貨、選挙用品、カメラ・写真、時計・貴金属、その他

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 家具・寝具類、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1205 株式会社平金商店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町８－２４ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、家具類、その他

1206 瀬川電気株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目２番３１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1207 岩手電工株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北一丁目２２番６１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、通信設備保守点検、空調設備保守点検、電気設備保守点検

1208 東北体育施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市高松一丁目９番５０号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

1208 東北体育施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市高松一丁目９番５０号 清掃・駆除等 建物清掃、公園・道路等清掃

1208 東北体育施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市高松一丁目９番５０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

1209 日産チェリー岩手販売株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳５地割２９番地２５ 車両類 自動車、車両部品・用品、特殊車両

1210 有限会社セーコー印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町２番２３号 印刷・製本 製本、一般印刷、複写業務

1210 有限会社セーコー印刷 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町２番２３号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1211 株式会社邑計画事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町７番３６号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1211 株式会社邑計画事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町７番３６号 その他 その他

1212 盛岡産資源株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市乙部５地割１５８番地１ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、一般車両・自転車、特殊車両・建設機械、ペットボトル、その他

1213 株式会社マルショウ紫波 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保２４６ 産業機器類 農業機器、その他

1213 株式会社マルショウ紫波 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保２４６ 車両類 車両部品・用品

1213 株式会社マルショウ紫波 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保２４６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

1213 株式会社マルショウ紫波 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保２４６ 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1214 株式会社東北油化 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地 消防防災・保安用具類 防災用品、保安用具

1214 株式会社東北油化 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地 清掃・駆除等 オイルタンク清掃、側溝排水路清掃、飲料水貯水槽清掃

1214 株式会社東北油化 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1214 株式会社東北油化 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）、産業廃棄物（運送・運搬）

1215 株式会社丸久商店 盛岡広域 岩手県盛岡市新庄町１番１号 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、古紙
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1216 株式会社ＨＩＲＯＢＯ 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町日詰字郡山駅三十三番地二 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1216 株式会社ＨＩＲＯＢＯ 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町日詰字郡山駅三十三番地二 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1217 株式会社三協メディケア 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目６番８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1217 株式会社三協メディケア 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目６番８号 繊維類 その他

1217 株式会社三協メディケア 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目６番８号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1217 株式会社三協メディケア 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目６番８号 その他 カメラ・写真、日用雑貨

1218 有限会社マインドメンテナンス 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割８１番地 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1218 有限会社マインドメンテナンス 盛岡広域 岩手県盛岡市西見前１２地割８１番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1219 みちのくカスタマーサービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－２１ 文具・事務機器類 事務機器、用紙

1219 みちのくカスタマーサービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－２１ 厨房器具類 厨房機器

1219 みちのくカスタマーサービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－２１ その他 その他

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 厨房器具類 厨房機器

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 産業機器類 空調機器、その他

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 消防防災・保安用具類 防災用品

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 その他 日用雑貨、時計・貴金属、記念品・バッジ、カメラ・写真

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、家具・寝具類、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1220 株式会社木津屋本店 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目３番２０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、家具類、医療機器・福祉用具類

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ 家具類 室内装飾、スチール家具

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ 産業機器類 農業機器、空調機器、建設機器、その他

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ 車両類 自動車、車両部品・用品、特殊車両

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ 資材類 建設資材

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ その他 その他

1221 有限会社リース工業 盛岡広域 岩手県滝沢市木賊川４７４番１ 賃貸借 仮設建築物、一般車両・自転車、家具類、特殊車両・建設機械、その他

1222 株式会社コスモ通信システム 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1222 株式会社コスモ通信システム 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

1222 株式会社コスモ通信システム 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、電気設備保守点検

1222 株式会社コスモ通信システム 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 調査・検査・測定 その他調査

1222 株式会社コスモ通信システム 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 賃貸借 電気・通信機器類、事務機器・ＯＡ機器

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 燃料及び油脂製品類 ガス類、車両用燃料、その他

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 医療・福祉機器類 医療用機器

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 薬品類 医薬品、化学・工業薬品

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 産業機器類 工作機器、その他

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 資材類 建設資材

1223 第一開明株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番５号 その他 その他

1224 ピアノモード河南楽器 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北３丁目１５－３３ 学校教材・運動用品・楽器類 楽器

1224 ピアノモード河南楽器 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北３丁目１５－３３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 楽器調律

1225 株式会社佐々木電機本店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町９番１５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1225 株式会社佐々木電機本店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町９番１５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1225 株式会社佐々木電機本店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町９番１５号 産業機器類 その他

1225 株式会社佐々木電機本店 盛岡広域 岩手県盛岡市肴町９番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検、消防用設備保守点検

1226 株式会社読売岩手広告社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通二丁目三番二号 その他 広告・看板

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 その他 選挙用品

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検
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1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1227 エクナ株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目６番３０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、その他

1228 株式会社水機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央一丁目１０番１２号 資材類 建設資材

1228 株式会社水機商事 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央一丁目１０番１２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

1229 株式会社アイティーエヌ・ジェイワールド 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目６番２３号 その他 日用雑貨

1230 株式会社橋市 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号 家具類 木製家具、スチール家具、その他

1230 株式会社橋市 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1230 株式会社橋市 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1230 株式会社橋市 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号 消防防災・保安用具類 防災用品

1230 株式会社橋市 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号 その他 日用雑貨

1231 佐藤電機工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番１０号 産業機器類 その他

1231 佐藤電機工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番１０号 車両類 車両部品・用品

1231 佐藤電機工業株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検、電気設備保守点検

1232 株式会社富士屋印刷所 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地１０ 印刷・製本 一般印刷

1233 株式会社ブリヂストンタイヤサービス岩手ミスタータイヤマン国分店 盛岡広域 岩手県滝沢市牧野林１０１１番８ 車両類 車両部品・用品

1234 特定非営利活動法人もりおかユースポート 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番１５号 その他 その他

1235 岩手県液化ガス事業協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 厨房器具類 厨房機器

1235 岩手県液化ガス事業協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 燃料及び油脂製品類 ガス類

1235 岩手県液化ガス事業協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1235 岩手県液化ガス事業協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 消防防災・保安用具類 消防機器

1235 岩手県液化ガス事業協同組合 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、厨房設備保守点検

1236 株式会社日専連パートナーズ 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目１４番２１号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 薬品類 医薬品

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1237 株式会社ケア・テック 盛岡広域 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８ 賃貸借 理化学機器・計測機器、医療機器・福祉用具類

1238 協同組合岩手県資産評価システムセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目３番４号 その他 不動産鑑定業務

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 産業機器類 建設機器、農業機器、工作機器、空調機器、その他

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
事務機器・ＯＡ機器保守点検、家具・寝具類、通信設備保守点検、医療・福祉機器保守点検、
その他設備保守点検

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1239 株式会社日本デスコ 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 賃貸借 医療機器・福祉用具類、家具類、電気・通信機器類、事務機器・ＯＡ機器、その他

1240 有限会社キョウエイ自販 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１７番４５号 消防防災・保安用具類 消防機器

1240 有限会社キョウエイ自販 盛岡広域 岩手県盛岡市青山四丁目１７番４５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1241 株式会社コスモピーアール 盛岡広域 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1242 北岩手環境保全 盛岡広域 岩手県盛岡市下田字古河川原４４８番地１　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1243 有限会社哲学堂 盛岡広域 岩手県滝沢市鵜飼狐洞４５８番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1244 岩手トヨタ自動車株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂四丁目１２番１１号 車両類 自動車、特殊車両、車両部品・用品

1245 株式会社環境整備 盛岡広域 岩手県盛岡市川又字赤坂１２０番地３９ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）、産業廃棄物（運送・運搬）

1246 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1246 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1247 有限会社盛岡エスエヌ食品販売 盛岡広域 岩手県滝沢市卯遠坂４番地１０ その他 食料品

1248 有限会社盛岡畳工業 盛岡広域 岩手県滝沢市室小路５０２番地 家具類 室内装飾

1249 ミドリ安全岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１８－２４ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服
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1249 ミドリ安全岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１８－２４ 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

1249 ミドリ安全岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１８－２４ 電気・通信機器類 放送・通信機器

1249 ミドリ安全岩手株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１８－２４ 消防防災・保安用具類 防災用品、保安用具

1250 岩手グリーンアスコン株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市上厨川字横長根５２番地２９ 資材類 建設資材

1251 株式会社環境アシスト 盛岡広域 岩手県滝沢市葉の木沢山５３７番地１７ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1251 株式会社環境アシスト 盛岡広域 岩手県滝沢市葉の木沢山５３７番地１７ その他 その他

1252 河北印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目８番７号 印刷・製本 一般印刷、製本

1252 河北印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目８番７号 その他 広告・看板

1252 河北印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目８番７号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1252 河北印刷株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目８番７号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

1253 株式会社モリレイ 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目５番１２号 その他 食料品

1254 有限会社吉田研磨工業 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸二丁目１４番１５号 産業機器類 工作機器

1254 有限会社吉田研磨工業 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸二丁目１４番１５号 その他 日用雑貨

1254 有限会社吉田研磨工業 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸二丁目１４番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 除排雪、植栽・庭園管理、事務機器・ＯＡ機器保守点検、その他設備保守点検

1255 株式会社ヘルスケアキッチンみたけ 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目９番３０号 その他 調理業務

1256 株式会社山與 盛岡広域 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 資材類 建設資材

1256 株式会社山與 盛岡広域 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 清掃・駆除等 公園・道路等清掃

1256 株式会社山與 盛岡広域 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理、上水道施設等保守点検

1256 株式会社山與 盛岡広域 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1257 株式会社岩手日報社 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸３番７号 印刷・製本 一般印刷

1257 株式会社岩手日報社 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸３番７号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝、選挙

1258 株式会社南部医理科 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１０地割７８番地１ 理化学機器・計測機器類 理化学機器

1258 株式会社南部医理科 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１０地割７８番地１ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1258 株式会社南部医理科 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１０地割７８番地１ 薬品類 医薬品

1258 株式会社南部医理科 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１０地割７８番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、医療・福祉機器保守点検

1258 株式会社南部医理科 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１０地割７８番地１ 賃貸借 理化学機器・計測機器、医療機器・福祉用具類

1259 合同会社ホームシックデザイン 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目８番１５号 その他 その他

1260 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 資材類 建設資材、造園資材

1260 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

1260 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 その他 その他

1260 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検、その他施設保守点検

1261 株式会社丸庄クリーニング 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北三丁目１０番７号 その他 クリーニング

1262 株式会社日医工東北 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目５番１９号 薬品類 医薬品

1263 岩手県北自動車株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番１８号 運送・運搬・処理 バス運行

1264 合同会社地域計画 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町片寄字日当２６番地１ 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1264 合同会社地域計画 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町片寄字日当２６番地１ その他 その他

1265 有限会社ホワイト急便イワテ 盛岡広域 盛岡市仙北三丁目１０番７号 その他 クリーニング

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 医療・福祉機器類 医療用機器

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 資材類 建設資材

1266 松栄商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1267 創成商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 家具類 スチール家具

1267 創成商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 資材類 建設資材

1267 創成商事株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ その他 広告・看板、その他

1268 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1268 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1268 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 産業機器類 空調機器

1268 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検、厨房設備保守点検

1269 有限会社東水エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ 産業機器類 空調機器

1269 有限会社東水エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ 産業機器類 工作機器、その他

1269 有限会社東水エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ その他 その他
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1269 有限会社東水エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、その他設備保守
点検、その他施設保守点検

1270 岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子１５２番地４０９ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1271 株式会社東給岩手 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳９地割２５番地の５ その他 食料品

1272 岩手建物管理株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 その他 日用雑貨

1272 岩手建物管理株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、オイルタンク清掃、鼠等衛生害虫防除

1272 岩手建物管理株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 警備・受付等 常駐警備、受付・展示物案内

1272 岩手建物管理株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1272 岩手建物管理株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 調査・検査・測定 大気・環境検査

1273 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 厨房器具類 厨房機器

1273 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 理化学機器・計測機器類 計測機器

1273 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 薬品類 化学・工業薬品

1273 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 産業機器類 その他

1273 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡広域 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検

1274 日本キャタピラー合同会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７３－１ 産業機器類 建設機器、その他

1274 日本キャタピラー合同会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７３－１ 車両類 車両部品・用品、特殊車両

1274 日本キャタピラー合同会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７３－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1274 日本キャタピラー合同会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７３－１ 財産等売払い 特殊車両・建設機械

1274 日本キャタピラー合同会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７３－１ 賃貸借 特殊車両・建設機械

1275 ネオス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ２丁目２－３２ その他 食料品

1276 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 理化学機器・計測機器類 理化学機器

1276 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 薬品類 化学・工業薬品

1276 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 産業機器類 その他

1276 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検

1277 株式会社ユニハイト盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原５０番８号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1277 株式会社ユニハイト盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原５０番８号 資材類 動物・飼料

1277 株式会社ユニハイト盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原５０番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1277 株式会社ユニハイト盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原５０番８号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1278 株式会社小田島アクティ介護用品部　岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目１１番１５号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1278 株式会社小田島アクティ介護用品部　岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田町一丁目１１番１５号 その他 食料品

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 理化学機器・計測機器類 理化学機器

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 医療・福祉機器類 衛生材料

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 薬品類 医薬品、化学・工業薬品、農業薬品

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 消防防災・保安用具類 消防機器

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ その他 その他

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 清掃・駆除等
下水道管渠清掃、飲料水貯水槽清掃、公園・道路等清掃、鼠等衛生害虫防除、側溝排水路
清掃、オイルタンク清掃

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、その他施設保守点検

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1279 株式会社ＥＹＳ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田字松屋敷２８－５１ 調査・検査・測定 大気・環境検査、土壌検査・測定、化学物質測定、水質検査

1280 高砂熱学工業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 産業機器類 空調機器

1280 高砂熱学工業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1281 株式会社バイタルネット盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1281 株式会社バイタルネット盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２ 薬品類 化学・工業薬品、医薬品

1281 株式会社バイタルネット盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 家具類 木製家具、スチール家具

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、寝具、被服

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 薬品類 化学・工業薬品、医薬品

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1282 丸木医科器械株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割３１３番地 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 産業機器類 その他
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1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 その他 日用雑貨

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 警備・受付等
機械警備、巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案
内

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、空調設備保守点検、消防用設備保守点検、その他施設保守点検、その
他設備保守点検

1283 太平ビルサービス株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 調査・検査・測定 水質検査、大気・環境検査

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 印刷・製本 一般印刷、製本

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 翻訳・通訳・速記 会議録作成

1284 株式会社会議録センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 その他 その他

1285 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1285 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 調査・検査・測定 調査・統計、化学物質測定、その他調査

1285 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 その他 その他

1286 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1286 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 調査・検査・測定 大気・環境検査、土壌検査・測定

1287 ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮６丁目２４番４３号１Ｆ 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

1287 ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮６丁目２４番４３号１Ｆ 薬品類 医薬品

1288 株式会社ほくとう岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５０５番地１ 産業機器類 工作機器、農業機器

1288 株式会社ほくとう岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５０５番地１ 産業機器類 建設機器、その他

1288 株式会社ほくとう岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５０５番地１ 車両類 特殊車両

1288 株式会社ほくとう岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５０５番地１ 資材類 建設資材

1288 株式会社ほくとう岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５０５番地１ 賃貸借 特殊車両・建設機械、一般車両・自転車、その他

1289 株式会社日本空調東北盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ一丁目５番５４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1290 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 印刷・製本 製本、一般印刷、地図調製

1290 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1290 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1290 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、調査・統計、その他調査

1290 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 その他 不動産鑑定業務、その他

1291 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 印刷・製本 地図調製、複写業務

1291 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1291 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 調査・検査・測定 大気・環境検査、調査・統計、その他調査

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 薬品類 化学・工業薬品

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 産業機器類 空調機器、建設機器、工作機器、その他

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 消防防災・保安用具類 防災用品

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

1292 有限会社澤里教材盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市山岸２丁目２－２０ その他 日用雑貨、カメラ・写真、記念品・バッジ

1293 小林クリエイト株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 印刷・製本 一般印刷

1293 小林クリエイト株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、用紙

1293 小林クリエイト株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 コンピュータ関連 データ入力業務

1294 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニーネクサス仙北店 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北１－１０－２７ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1294 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニーネクサス仙北店 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北１－１０－２７ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

1294 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニーネクサス仙北店 盛岡広域 岩手県盛岡市東仙北１－１０－２７ その他 記念品・バッジ、時計・貴金属、広告・看板
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1295 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1295 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 調査・検査・測定 漏水調査、その他調査

1296 株式会社松村電機製作所盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９－１１ 電気・通信機器類 視聴覚機器

1296 株式会社松村電機製作所盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９－１１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1297 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1297 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号 その他 その他

1298 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1298 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1298 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

1298 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1298 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、その他

1299 株式会社ジェイアール東日本企画盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1300 ジョンソンコントロールズ株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２－２－５ 産業機器類 その他

1300 ジョンソンコントロールズ株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２－２－５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

表示灯株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 消防防災・保安用具類 消防機器

表示灯株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 その他 広告・看板

表示灯株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1302 タニコー株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目２２番６号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1303 日本ビルコン株式会社東日本事業本部　北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４番地１ 産業機器類 空調機器、その他

1303 日本ビルコン株式会社東日本事業本部　北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1304 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１－１３ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1304 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１－１３ 調査・検査・測定 大気・環境検査、調査・統計、その他調査

1305 グローリー株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北１丁目１６－２０ 文具・事務機器類 事務機器

1305 グローリー株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北１丁目１６－２０ その他 選挙用品、その他

1306 株式会社明電エンジニアリング株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1306 株式会社明電エンジニアリング株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1306 株式会社明電エンジニアリング株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 産業機器類 その他

1306 株式会社明電エンジニアリング株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検、その他施設保守点検

1306 株式会社明電エンジニアリング株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1307 東北容器工業株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市羽場１０－１－５ その他 日用雑貨

1308 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1308 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 調査・検査・測定 漏水調査

1309 北海道地図株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号内丸ビル 印刷・製本 一般印刷、地図調製

1309 北海道地図株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号内丸ビル その他 広告・看板、その他

1309 北海道地図株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号内丸ビル コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1309 北海道地図株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号内丸ビル 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1309 北海道地図株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号内丸ビル その他 その他

1310 株式会社博愛社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野７丁目１９番２６号 印刷・製本 一般印刷

1310 株式会社博愛社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野７丁目１９番２６号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1310 株式会社博愛社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野７丁目１９番２６号 家具類 スチール家具

1310 株式会社博愛社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野７丁目１９番２６号 その他 広告・看板

1311 株式会社谷沢製作所北東北営業所 盛岡広域 盛岡市盛岡駅前通１５－１６　 消防防災・保安用具類 保安用具

1312 日成ビルド工業株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 賃貸借 仮設建築物

1313 江渡商事株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑２丁目１１番２３号 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

1314 大新東株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５－３３ 運送・運搬・処理 バス運行

1314 大新東株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５－３３ その他 その他

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1316 株式会社中西製作所盛岡営業所 盛岡広域 盛岡市津志田南二丁目２番３８号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1316 株式会社中西製作所盛岡営業所 盛岡広域 盛岡市津志田南二丁目２番３８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検

1317 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 資材類 建設資材

1317 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 清掃・駆除等 下水道管渠清掃、建物清掃、側溝排水路清掃、公園・道路等清掃

1317 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、除排雪、その他施設保守点検

1317 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）
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1318 フクダ電子北東北販売株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２－１ 医療・福祉機器類 医療用機器

1318 フクダ電子北東北販売株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1318 フクダ電子北東北販売株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２－１ 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1319 東邦薬品株式会社盛岡営業所 盛岡広域 盛岡市みたけ二丁目７－１５ 薬品類 医薬品

1320 イオンディライト株式会社東北支社北東北支店岩手エリア 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目４番１５号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1320 イオンディライト株式会社東北支社北東北支店岩手エリア 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目４番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、電気設備保守点検、空調設備保守点検

1321 株式会社ゼンリン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目１番２１号 印刷・製本 地図調製、一般印刷

1321 株式会社ゼンリン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目１番２１号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

1321 株式会社ゼンリン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目１番２１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1321 株式会社ゼンリン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目１番２１号 調査・検査・測定 その他調査

1321 株式会社ゼンリン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目１番２１号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1322 株式会社アオバサイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５８号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1322 株式会社アオバサイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５８号 医療・福祉機器類 医療用機器

1322 株式会社アオバサイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５８号 その他 カメラ・写真

1322 株式会社アオバサイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

1323 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 印刷・製本 地図調製

1323 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1323 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、調査・統計、その他調査

1323 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 その他 不動産鑑定業務、その他

1324 株式会社フジマック盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目２７番８号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1324 株式会社フジマック盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目２７番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検

1325 株式会社日本眼科医療センター盛岡営業所 盛岡広域 盛岡市向中野六丁目３－３７ 医療・福祉機器類 医療用機器

1326 株式会社レンタルのニッケン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２４番地 理化学機器・計測機器類 計測機器

1326 株式会社レンタルのニッケン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２４番地 産業機器類 農業機器、空調機器、工作機器、建設機器、その他

1326 株式会社レンタルのニッケン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２４番地 車両類 自動車、特殊車両

1326 株式会社レンタルのニッケン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２４番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営

1326 株式会社レンタルのニッケン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２４番地 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、仮設建築物、家具類、一般車両・自転車、電気・通信機器類、産業機器
類、特殊車両・建設機械、イベント用品類

1327 日本通運株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目10番32号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、引越業

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 医療・福祉機器類 医療用機器

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、医療・福祉機器保守点検、通信設備保守点検

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 その他 その他

1328 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、医療機器・福祉用具類

1329 株式会社シグマソリューションズ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４６号 文具・事務機器類 文具・事務用品、ＯＡ機器

1329 株式会社シグマソリューションズ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４６号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1329 株式会社シグマソリューションズ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1329 株式会社シグマソリューションズ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1330 株式会社トラパンツ岩手オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－１１－１７　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1330 株式会社トラパンツ岩手オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－１１－１７　 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1330 株式会社トラパンツ岩手オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－１１－１７　 その他 その他

1331 株式会社エム・イー・サイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目１２番７号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1331 株式会社エム・イー・サイエンス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目１２番７号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1332 パシフィックコンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通１番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1332 パシフィックコンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通１番１号 その他 その他

1333 日興通信株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、用紙

1333 日興通信株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

1333 日興通信株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1333 日興通信株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1333 日興通信株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1334 東北電力株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町１番２５号 燃料及び油脂製品類 その他
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1335 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４－８－７ 印刷・製本 地図調製

1335 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４－８－７ その他 その他

1335 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４－８－７ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 印刷・製本 一般印刷、地図調製、複写業務、製本

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 電気・通信機器類 放送・通信機器

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 調査・検査・測定 大気・環境検査、土壌検査・測定、調査・統計、化学物質測定、その他調査

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 その他 その他

1336 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1337 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市清水町１番３４号 資材類 建設資材

1337 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市清水町１番３４号 清掃・駆除等 側溝排水路清掃、公園・道路等清掃、下水道管渠清掃

1337 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市清水町１番３４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1337 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市清水町１番３４号 調査・検査・測定 漏水調査

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 印刷・製本 地図調製、一般印刷

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 燃料及び油脂製品類 その他

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 その他 その他

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 調査・検査・測定 大気・環境検査、土壌検査・測定、調査・統計、その他調査

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 その他 その他

1338 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、その他

1339 フルテック株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原８０番地１３ 産業機器類 空調機器

1339 フルテック株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原８０番地１３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1340 株式会社近宣盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１６ その他 広告・看板、その他

1340 株式会社近宣盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１６ 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1341 フクシマガリレイ株式会社北東北支店盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮５丁目１３番１３号 厨房器具類 厨房機器

1342 いすゞ自動車東北株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央二丁目１番２３号 産業機器類 空調機器、建設機器、工作機器、その他

1342 いすゞ自動車東北株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央二丁目１番２３号 車両類 特殊車両、自動車、車両部品・用品

1342 いすゞ自動車東北株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央二丁目１番２３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1342 いすゞ自動車東北株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央二丁目１番２３号 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

1343 ホシザキ東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡２丁目１番１７号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1343 ホシザキ東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡２丁目１番１７号 産業機器類 空調機器

1343 ホシザキ東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡２丁目１番１７号 その他 食料品

1343 ホシザキ東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡２丁目１番１７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検、空調設備保守点検

1344 一般財団法人東北電気保安協会岩手事業本部 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目１４番２１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

1345 キヤノンメディカルシステムズ株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１ー１２ー１８　 医療・福祉機器類 医療用機器

1345 キヤノンメディカルシステムズ株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１ー１２ー１８　 車両類 特殊車両

1345 キヤノンメディカルシステムズ株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１ー１２ー１８　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1346 日本オーチス・エレベータ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1347 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 薬品類 農業薬品

1347 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 資材類 造園資材

1347 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 清掃・駆除等 公園・道路等清掃

1347 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、用紙

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 薬品類 化学・工業薬品

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 産業機器類 その他

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、通信設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、その他施設保守
点検、その他設備保守点検

1348 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 賃貸借 理化学機器・計測機器

1349 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ 資材類 建設資材
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1349 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ その他 広告・看板

1349 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

1350 株式会社ＮＴＴ東日本－東北岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1350 株式会社ＮＴＴ東日本－東北岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1350 株式会社ＮＴＴ東日本－東北岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ 家具類 スチール家具、木製家具、室内装飾

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ 繊維類 寝具、被服、その他

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ 医療・福祉機器類 福祉用機器、衛生材料

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ その他 日用雑貨

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ その他 クリーニング

1351 ワタキューセイモア株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田泉田６６－１１ 賃貸借 繊維類

1352 株式会社長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号 資材類 建設資材

1352 株式会社長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1352 株式会社長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号 調査・検査・測定 大気・環境検査

1352 株式会社長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号 その他 その他

1353 株式会社朝日工業社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４－２８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1354 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３ー３３ 調査・検査・測定 化学物質測定、調査・統計、水質検査、大気・環境検査、土壌検査・測定

1355 株式会社河合楽器製作所盛岡店 盛岡広域 岩手県盛岡市大通１丁目１０－２１ 学校教材・運動用品・楽器類 楽器

1355 株式会社河合楽器製作所盛岡店 盛岡広域 岩手県盛岡市大通１丁目１０－２１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 楽器調律

1356 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1356 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９ 医療・福祉機器類 医療用機器

1356 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９ 薬品類 化学・工業薬品

1356 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９ 産業機器類 その他

1356 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検

1357 ＮＥＣフィールディング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目１３番２０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1357 ＮＥＣフィールディング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目１３番２０号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1357 ＮＥＣフィールディング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目１３番２０号 産業機器類 空調機器、その他

1357 ＮＥＣフィールディング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目１３番２０号 その他 日用雑貨

1357 ＮＥＣフィールディング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目１３番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1358 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 調査・検査・測定 土壌検査・測定、大気・環境検査、調査・統計、その他調査

1358 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 その他 その他

1359 アズビル金門株式会社北東北営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野三丁目１０番１号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1360 株式会社小山商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１１－１６ 繊維類 寝具、被服

1360 株式会社小山商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１１－１６ その他 クリーニング

1360 株式会社小山商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１１－１６ 賃貸借 繊維類

1361 株式会社日本防災技術センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北２丁目２６－１－４０１ 消防防災・保安用具類 防災用品、消防機器

1361 株式会社日本防災技術センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北２丁目２６－１－４０１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1362 株式会社ＮＴＴネクシア東北支店北東北オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 警備・受付等 受付・展示物案内

1362 株式会社ＮＴＴネクシア東北支店北東北オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 コンピュータ関連 データ入力業務

1362 株式会社ＮＴＴネクシア東北支店北東北オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 調査・検査・測定 その他調査

1362 株式会社ＮＴＴネクシア東北支店北東北オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

1362 株式会社ＮＴＴネクシア東北支店北東北オフィス 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 その他 人材派遣、その他

1363 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、一般車両・自転車、家具類、産業機器類、電気・通信機器類、仮設建築
物、特殊車両・建設機械、医療機器・福祉用具類、その他

1364 北沢産業株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市東山一丁目１９－２２ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1365 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、調査・統計

1366 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

1366 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1366 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 調査・検査・測定 化学物質測定、大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、調査・統計、その他調査

1366 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1366 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 その他 その他

1367 愛知時計電機株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目１９番３０号 理化学機器・計測機器類 計測機器

1367 愛知時計電機株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ三丁目１９番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検
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1368 理水化学株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目５１番２－２０１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

1369 日本電気株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1369 日本電気株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1369 日本電気株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検

1369 日本電気株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 理化学機器・計測機器類 計測機器

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 医療・福祉機器類 医療用機器

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 産業機器類 空調機器

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ その他 カメラ・写真

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、通信設備保守点検、医療・福祉機器保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守
点検

1370 コセキ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４－１４ 賃貸借 医療機器・福祉用具類、事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、用紙

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 医療・福祉機器類 福祉用機器、医療用機器

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ その他 カメラ・写真

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1371 リコージャパン株式会社マーケティング本部岩手支社岩手営業部 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮３－３６－４５ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類

1372 ワイズ公共データシステム株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３－１４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1372 ワイズ公共データシステム株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３－１４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1373 日立建機日本株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－７－１１ 産業機器類 建設機器

1373 日立建機日本株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－７－１１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1374 フクダライフテック北東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１７地割３７－２ 医療・福祉機器類 医療用機器

1374 フクダライフテック北東北株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１７地割３７－２ 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1375 株式会社クマヒラ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目５番１５号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1375 株式会社クマヒラ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目５番１５号 その他 その他

1376 株式会社オイラー盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目１番２２号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1376 株式会社オイラー盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目１番２２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、消防用設備保守点検、空調設備保守点検、その他設備保守点検

1377 株式会社パルックス盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市西下台町１７－２９ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1378 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1378 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1378 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 その他 その他

1379 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1379 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1379 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

1380 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1381 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、その他施設保守点検

1381 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1381 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 調査・検査・測定 漏水調査

1381 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 その他 その他

1382 川嶋印刷株式会社盛岡支社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番２号 印刷・製本 製本、一般印刷、地図調製

1382 川嶋印刷株式会社盛岡支社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番２号 その他 記念品・バッジ、広告・看板

1382 川嶋印刷株式会社盛岡支社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1382 川嶋印刷株式会社盛岡支社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番２号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

1382 川嶋印刷株式会社盛岡支社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番２号 その他 その他

1383 ミライフ東日本株式会社北東北支店　盛岡店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１番２４号 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料

1384 昇寿チャート株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央三丁目１０番２０号 印刷・製本 製本、一般印刷、地図調製

1384 昇寿チャート株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央三丁目１０番２０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1385 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務
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1386 ササキ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野３－２８－２１ 医療・福祉機器類 医療用機器、衛生材料

1386 ササキ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野３－２８－２１ 薬品類 医薬品

1387 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目７番２５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1387 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目７番２５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1387 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目７番２５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1387 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目７番２５号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1388 日清医療食品株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３ー３ー１０　 その他 調理業務

1389 東海リース株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通３丁目１８－４５ 賃貸借 仮設建築物、事務機器・ＯＡ機器、その他

1390 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1390 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 調査・検査・測定 大気・環境検査、化学物質測定、調査・統計、その他調査

1390 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 その他 その他

1391 福興産業株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市門２丁目１９－１ 医療・福祉機器類 医療用機器

1391 福興産業株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市門２丁目１９－１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1392 株式会社青工盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年三丁目１３番２４号 産業機器類 建設機器、その他

1392 株式会社青工盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年三丁目１３番２４号 消防防災・保安用具類 防災用品

1392 株式会社青工盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年三丁目１３番２４号 車両類 特殊車両

1392 株式会社青工盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年三丁目１３番２４号 資材類 建設資材

1392 株式会社青工盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年三丁目１３番２４号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

1393 株式会社はなだクラウドソリューション事業部 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山２丁目２０－５２ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1393 株式会社はなだクラウドソリューション事業部 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山２丁目２０－５２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

1393 株式会社はなだクラウドソリューション事業部 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山２丁目２０－５２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1394 トーバン印刷株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目２－３ 印刷・製本 一般印刷、製本

1394 トーバン印刷株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目２－３ その他 広告・看板

1394 トーバン印刷株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目２－３ その他 その他

1395 株式会社ビー・プロ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２番地１　 印刷・製本 一般印刷、製本

1395 株式会社ビー・プロ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２番地１　 その他 その他

1395 株式会社ビー・プロ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田下川原１２番地１　 その他 その他

1396 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1396 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1396 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 その他 人材派遣、その他

1397 株式会社帝国データバンク盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１番２１号 調査・検査・測定 調査・統計

1398 株式会社理研分析センター盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市松園１丁目２０番２０号 調査・検査・測定 水質検査、化学物質測定、大気・環境検査、土壌検査・測定

1399 株式会社ナガワ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川１－２７－３ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具

1399 株式会社ナガワ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川１－２７－３ 資材類 建設資材

1399 株式会社ナガワ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川１－２７－３ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、家具類、仮設建築物、資材類、その他

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 家具類 室内装飾

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 医療・福祉機器類 福祉用機器、衛生材料

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 その他 日用雑貨

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 その他 クリーニング

1400 松本寝具株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目８番４８号 賃貸借 家具類、繊維類

1401 株式会社サステナいわて滝沢Ｒ＆Ｄセンター 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子１５２－４０９　 電気・通信機器類 放送・通信機器

1401 株式会社サステナいわて滝沢Ｒ＆Ｄセンター 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子１５２－４０９　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1401 株式会社サステナいわて滝沢Ｒ＆Ｄセンター 盛岡広域 岩手県滝沢市巣子１５２－４０９　 その他 その他

1402 株式会社マルゼン盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１６－７３－２　 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1403 株式会社星医療酸器岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市東山１‐１７‐１８ 医療・福祉機器類 医療用機器

1403 株式会社星医療酸器岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市東山１‐１７‐１８ 薬品類 医薬品

1403 株式会社星医療酸器岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市東山１‐１７‐１８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

1403 株式会社星医療酸器岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市東山１‐１７‐１８ 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1404 ゼロフェニックスコンサルティングジャパン株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番２号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1404 ゼロフェニックスコンサルティングジャパン株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目２番２号 その他 その他

1405 株式会社イブキ産業盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１６－２２ 産業機器類 建設機器、農業機器

1405 株式会社イブキ産業盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１６－２２ 賃貸借 産業機器類、特殊車両・建設機械
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1406 株式会社仙台銘板盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、その他

1406 株式会社仙台銘板盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 理化学機器・計測機器類 計測機器

1406 株式会社仙台銘板盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1406 株式会社仙台銘板盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 資材類 建設資材、造園資材

1406 株式会社仙台銘板盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 その他 カメラ・写真、記念品・バッジ、選挙用品、広告・看板、その他

1407 株式会社アオバ消毒盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目２４の２１ 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1407 株式会社アオバ消毒盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目２４の２１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1408 株式会社富士清ほりうちダイドー事業部　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字赤林第７地割９３－５ その他 食料品

1409 ダイダン株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１４　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検、空調設備保守点検

1410 第一ビジネス・フォーム株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県滝沢市湯舟沢５２２番地３ 印刷・製本 一般印刷

1411 株式会社エイチ・アイ・エス盛岡法人団体営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４ 運送・運搬・処理 旅行業

1412 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 理化学機器・計測機器類 理化学機器

1412 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 産業機器類 空調機器、その他

1412 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、通信設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、下水道施設等保
守点検、上水道施設等保守点検、その他施設保守点検

1413 株式会社東日本朝日広告社営業局３部 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目６番２０号 その他 広告・看板

1413 株式会社東日本朝日広告社営業局３部 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目６番２０号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝、選挙

1414 エレベーターコミュニケーションズ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮２丁目１６番１号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1415 株式会社アームズ東日本岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号　 清掃・駆除等 下水道管渠清掃

1415 株式会社アームズ東日本岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号　 調査・検査・測定 漏水調査、その他調査

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 家具類 木製家具、スチール家具、その他

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 薬品類 農業薬品、化学・工業薬品

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 産業機器類 農業機器、空調機器、工作機器、その他

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 消防防災・保安用具類 防災用品、保安用具

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 資材類 建設資材、造園資材

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

1416 橋爪商事株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目５番７号 その他 広告・看板

1417 オリンパスマーケティング株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１９番２８号 医療・福祉機器類 医療用機器

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 薬品類 化学・工業薬品

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 産業機器類 空調機器、工作機器、その他

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ その他 その他

1418 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、通信設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、空調設備保守点
検、その他設備保守点検

1419 日通リース＆ファイナンス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割３１６番地 賃貸借
特殊車両・建設機械、教材・楽器・運動用品、理化学機器・計測機器、電気・通信機器類、産
業機器類、一般車両・自転車、厨房器具類

1420 株式会社江東微生物研究所盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目２番１７号 調査・検査・測定 水質検査、土壌検査・測定、食品検査、臨床検査、大気・環境検査、その他調査

1421 東北アルフレッサ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番７号 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

1421 東北アルフレッサ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番７号 薬品類 医薬品

1422 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 印刷・製本 地図調製

1422 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1422 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 その他 不動産鑑定業務

1423 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 資材類 建設資材

1423 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

1423 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ その他 その他

1424 ＭＰアグロ株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目４番地１７ 薬品類 動物用薬品、農業薬品

1425 クマリフト株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮三丁目４５番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

1426 日本調理機株式会社東北支店　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番１６号 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1426 日本調理機株式会社東北支店　盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検
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1427 株式会社アイホー盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮１－５－２２ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1428 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 印刷・製本 地図調製、製本、一般印刷

1428 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1428 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1428 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 その他 その他

1428 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

1429 ヤンマーエネルギーシステム株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田５地割４５－１ 産業機器類 空調機器、その他

1429 ヤンマーエネルギーシステム株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市飯岡新田５地割４５－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、電気設備保守点検

1430 株式会社高良盛岡営業所 盛岡広域 岩手県滝沢市高屋敷平１１－３８ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、古紙、ペットボトル

1431 株式会社データベース盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－１０－２７ 薬品類 化学・工業薬品

1431 株式会社データベース盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－１０－２７ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
電気設備保守点検、上水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、下水道施設等保守点
検

1431 株式会社データベース盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－１０－２７ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1432 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 家具類 スチール家具

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 産業機器類 農業機器、工作機器、空調機器、その他

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 車両類 特殊車両、車両部品・用品

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 資材類 建設資材

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、教材・図書、楽器

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ その他 食料品、記念品・バッジ、広告・看板、その他

1433 有限会社文林商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１２２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検

1434 キョウワプロテック株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

1434 キョウワプロテック株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1434 キョウワプロテック株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、消防用設備保守点検

1434 キョウワプロテック株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 その他 調理業務

1435 佐川急便株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北１丁目３２－３ 運送・運搬・処理 広報紙・文書集配、引越業

1436 イワタニセントラル東北株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中４７番地１ 厨房器具類 厨房機器

1436 イワタニセントラル東北株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中４７番地１ 燃料及び油脂製品類 ガス類、暖房用燃料

1436 イワタニセントラル東北株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中４７番地１ 産業機器類 空調機器

1436 イワタニセントラル東北株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市下太田田中４７番地１ 消防防災・保安用具類 消防機器

1437 日建リース工業株式会社　盛岡支店 盛岡広域 盛岡市乙部２８地割１５番１ 賃貸借
資材類、医療機器・福祉用具類、理化学機器・計測機器、厨房器具類、家具類、仮設建築物、
イベント用品類、消防保安用具類、電気・通信機器類、産業機器類、事務機器・ＯＡ機器、その
他

1438 株式会社有電社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市緑が丘３－１－３２ 電気・通信機器類 放送・通信機器、家庭用電気機器

1438 株式会社有電社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市緑が丘３－１－３２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案内

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 運送・運搬・処理 旅行業、バス運行

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 調査・検査・測定 その他調査

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 調査・検査・測定 調査・統計

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

1439 株式会社ＪＴＢ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目１２番１８号 その他 その他

1440 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1441 富士通ネットワークソリューションズ株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1441 富士通ネットワークソリューションズ株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 電気・通信機器類 放送・通信機器

1441 富士通ネットワークソリューションズ株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検、空調設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

1441 富士通ネットワークソリューションズ株式会社岩手事業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

1442 帝人ヘルスケア株式会社東北支店　岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－２０　 医療・福祉機器類 医療用機器

1443 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 調査・検査・測定 化学物質測定、土壌検査・測定

1443 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ その他 その他
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1444 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５番３３号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案内

1444 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大沢川原二丁目５番３３号 その他 調理業務、その他

1445 東和薬品株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野２丁目４５－２３ 薬品類 医薬品

1446 株式会社ヤマダデンキ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡１丁目１－１ 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

1446 株式会社ヤマダデンキ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡１丁目１－１ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1446 株式会社ヤマダデンキ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡１丁目１－１ その他 カメラ・写真

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 厨房器具類 厨房機器

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 理化学機器・計測機器類 理化学機器

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 薬品類 医薬品

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 産業機器類 空調機器

1447 レジットメディカル株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番７号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

1448 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 印刷・製本 地図調製

1448 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1448 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 調査・検査・測定 漏水調査、調査・統計、その他調査

1448 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ その他 その他

1449 株式会社サトー商会盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番６号 その他 食料品

1450 三和シヤッター工業株式会社盛岡統括営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野２－２－２０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検、その他設備保守点検

1451 株式会社かんきょう盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

1451 株式会社かんきょう盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１号 家具類 木製家具、スチール家具

1451 株式会社かんきょう盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１号 厨房器具類 厨房機器

1451 株式会社かんきょう盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

1451 株式会社かんきょう盛岡支店 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1452 株式会社イクスル 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町板橋８２番地７ 資材類 建設資材

1452 株式会社イクスル 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町板橋８２番地７ その他 広告・看板

1453 横澤林業株式会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第１５地割３３番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

1453 横澤林業株式会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第１５地割３３番地３ 財産等売払い 立木、その他

1454 有限会社システムナレッジ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内２０地割２４番地４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1454 有限会社システムナレッジ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内２０地割２４番地４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

1455 株式会社エアーテクニカルサービス 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割４番地５ 産業機器類 空調機器

1455 株式会社エアーテクニカルサービス 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割４番地５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

1456 一方井採石有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 資材類 建設資材

1456 一方井採石有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 家具・寝具類、植栽・庭園管理、その他設備保守点検

1456 一方井採石有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

1456 一方井採石有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 賃貸借 特殊車両・建設機械、資材類

1457 株式会社宮崎商店 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第１５地割４７番地の３ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

1457 株式会社宮崎商店 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第１５地割４７番地の３ 燃料及び油脂製品類 ガス類、車両用燃料、暖房用燃料、その他

1457 株式会社宮崎商店 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第１５地割４７番地の３ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

1457 株式会社宮崎商店 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第１５地割４７番地の３ 産業機器類 空調機器

1457 株式会社宮崎商店 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第１５地割４７番地の３ 車両類 自動車、車両部品・用品

1458 瀬川モータース有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内９－４３ 車両類 自動車、車両部品・用品

1458 瀬川モータース有限会社 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内９－４３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 印刷・製本 一般印刷

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 繊維類 寝具、被服

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、その他

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 医療・福祉機器類 福祉用機器

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 医療・福祉機器類 衛生材料

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 産業機器類 工作機器、その他

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 産業機器類 空調機器

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 消防防災・保安用具類 保安用具
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1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 消防防災・保安用具類 消防機器、防災用品

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、楽器、運動用品

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ その他
カメラ・写真、美術・工芸品類、広告・看板、選挙用品、日用雑貨、食料品、時計・貴金属、記念
品・バッジ、その他

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
通信設備保守点検、理化学機器・計測機器保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検、家具・寝
具類、その他設備保守点検

1459 有限会社ふじさわ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第６地割１８番地２ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、繊維類、家具類

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 燃料及び油脂製品類 車両用燃料、その他

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 産業機器類 工作機器、農業機器、建設機器、空調機器、その他

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 消防防災・保安用具類 保安用具

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 車両類 車両部品・用品、特殊車両、オートバイ・自転車

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 資材類 建設資材

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検、その他設備保守点検

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 財産等売払い 特殊車両・建設機械、その他

1460 有限会社岩手小型機械 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割５０番地３ 賃貸借 産業機器類、仮設建築物、特殊車両・建設機械

1461 有限会社文化堂 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割１５ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

1461 有限会社文化堂 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割１５ 家具類 木製家具、スチール家具

1461 有限会社文化堂 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割１５ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

1461 有限会社文化堂 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割１５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、その他設備保守点検

1462 株式会社かつらぎ 盛岡広域 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第８地割７５番地４ 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃、オイルタンク清掃、建物清掃

1463 小岩井農牧株式会社環境緑化部 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６の１ 資材類 建設資材、造園資材

1463 小岩井農牧株式会社環境緑化部 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６の１ 清掃・駆除等 鼠等衛生害虫防除

1463 小岩井農牧株式会社環境緑化部 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６の１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理、その他施設保守点検

1464 株式会社徳風雫石営業所 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町塩ケ森６－１０ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

1464 株式会社徳風雫石営業所 盛岡広域 岩手県岩手郡雫石町塩ケ森６－１０ 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

2001 株式会社アケア岩手営業所 県内 岩手県北上市村崎野１４地割４６８－２ 薬品類 化学・工業薬品

2001 株式会社アケア岩手営業所 県内 岩手県北上市村崎野１４地割４６８－２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 電気・通信機器類 放送・通信機器

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

2002 株式会社システムベース 県内 岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

2003 佐藤築炉工業株式会社 県内 岩手県花巻市上根子字米倉１００番地１ その他 その他

2003 佐藤築炉工業株式会社 県内 岩手県花巻市上根子字米倉１００番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、その他施設保守点検

2004 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 清掃・駆除等 オイルタンク清掃、飲料水貯水槽清掃、産業廃棄物（処理）、産業廃棄物（運送・運搬）

2004 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 燃料及び油脂製品類 ガス類、車両用燃料、暖房用燃料

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 薬品類 化学・工業薬品、医薬品

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 産業機器類 工作機器、空調機器、その他

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 消防防災・保安用具類 保安用具、消防機器

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 清掃・駆除等 オイルタンク清掃

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

2005 岩手酸素株式会社 県内 岩手県北上市和賀町藤根１８地割８１番地１ 賃貸借 医療機器・福祉用具類

株式会社みちのくクボタ 県内 岩手県花巻市東宮野目第１３地割９番地 産業機器類 農業機器、空調機器、その他

株式会社みちのくクボタ 県内 岩手県花巻市東宮野目第１３地割９番地 車両類 オートバイ・自転車、自動車

2007 北良株式会社 県内 岩手県北上市和賀町後藤２地割１０６番１６０ 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

2007 北良株式会社 県内 岩手県北上市和賀町後藤２地割１０６番１６０ 薬品類 医薬品

2007 北良株式会社 県内 岩手県北上市和賀町後藤２地割１０６番１６０ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検、その他設備保守点検

2007 北良株式会社 県内 岩手県北上市和賀町後藤２地割１０６番１６０ 賃貸借 医療機器・福祉用具類

2008 三和薬肥株式会社 県内 岩手県花巻市下根子４３１番６ 清掃・駆除等 鼠等衛生害虫防除、飲料水貯水槽清掃
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2009 小田島商事株式会社花巻営業所 県内 岩手県花巻市卸町６６番地 薬品類 動物用薬品、化学・工業薬品、農業薬品

2010 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢三丁目１１番５号 家具類 スチール家具

2010 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢三丁目１１番５号 財産等売払い 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

2011 クリーンセンター花泉有限会社 県内 岩手県一関市花泉町日形字日形山２番地１ 資材類 建設資材

2011 クリーンセンター花泉有限会社 県内 岩手県一関市花泉町日形字日形山２番地１ 清掃・駆除等 下水道管渠清掃、側溝排水路清掃、浄化槽清掃

2011 クリーンセンター花泉有限会社 県内 岩手県一関市花泉町日形字日形山２番地１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）

2012 大協企業株式会社 県内 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋の沢５６番地 薬品類 化学・工業薬品

2013 株式会社テツゲン東北支店 県内 岩手県釜石市定内町４丁目１番４７号 薬品類 化学・工業薬品

2013 株式会社テツゲン東北支店 県内 岩手県釜石市定内町４丁目１番４７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検

2014 株式会社環境保全サービス 県内 岩手県奥州市水沢卸町４番地７ その他 広告・看板

2015 株式会社ミチノク 県内 岩手県奥州市水沢工業団地三丁目８４番地 消防防災・保安用具類 防災用品

2015 株式会社ミチノク 県内 岩手県奥州市水沢工業団地三丁目８４番地 その他 食料品

2016 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

2016 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

2017 有限会社北都モバイル 県内 岩手県一関市赤荻字亀田１１６番地６ 電気・通信機器類 放送・通信機器

2017 有限会社北都モバイル 県内 岩手県一関市赤荻字亀田１１６番地６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

2018 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

2018 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

2018 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 資材類 建設資材

2018 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

2018 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 調査・検査・測定 その他調査

2019 株式会社サンリッジ 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９６番地７ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

2019 株式会社サンリッジ 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９６番地７ その他 広告・看板

2019 株式会社サンリッジ 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９６番地７ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 厨房設備保守点検

2020 東北フローズン株式会社岩手支店 県内 岩手県花巻市二枚橋第５地割６－２８ その他 その他

2021 日鉄環境株式会社釜石センター 県内 岩手県釜石市鈴子町２３－１５ 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、化学物質測定、調査・統計、その他調査

2022 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 清掃・駆除等 下水道管渠清掃

2023 株式会社小彌太 県内 岩手県花巻市愛宕町３番１２号 繊維類 その他

2023 株式会社小彌太 県内 岩手県花巻市愛宕町３番１２号 その他 記念品・バッジ、広告・看板、選挙用品、その他

2024 有限会社サンブリッチ東北 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１ 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、運動用品

2024 有限会社サンブリッチ東北 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１ その他 広告・看板

2024 有限会社サンブリッチ東北 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

2025 株式会社北日本環境保全 県内 岩手県北上市常盤台四丁目１１番１１６号 清掃・駆除等 下水道管渠清掃、飲料水貯水槽清掃

2025 株式会社北日本環境保全 県内 岩手県北上市常盤台四丁目１１番１１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

2025 株式会社北日本環境保全 県内 岩手県北上市常盤台四丁目１１番１１６号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）

2025 株式会社北日本環境保全 県内 岩手県北上市常盤台四丁目１１番１１６号 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査

2025 株式会社北日本環境保全 県内 岩手県北上市常盤台四丁目１１番１１６号 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず

2026 岩手標識株式会社 県内 岩手県花巻市二枚橋第３地割２４６番地１ 資材類 建設資材

2027 株式会社トップクルー 県内 岩手県宮古市根市第２地割３３番地２ 印刷・製本 地図調製

2027 株式会社トップクルー 県内 岩手県宮古市根市第２地割３３番地２ 産業機器類 その他

2027 株式会社トップクルー 県内 岩手県宮古市根市第２地割３３番地２ 産業機器類 農業機器

2028 株式会社ミナミ 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）

2029 株式会社Ｐサポ東北 県内 岩手県花巻市西宮野目第５地割９６番地２ 調査・検査・測定 大気・環境検査、調査・統計、その他調査

2030 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 印刷・製本 地図調製

2030 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

2030 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

2031 白川舞台機構株式会社東北営業所 県内 岩手県一関市旭町４番地１ 家具類 室内装飾、その他

2031 白川舞台機構株式会社東北営業所 県内 岩手県一関市旭町４番地１ 電気・通信機器類 視聴覚機器

2031 白川舞台機構株式会社東北営業所 県内 岩手県一関市旭町４番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、その他設備保守点検

株式会社ケー・シー・エス三陸事務所 県内 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢８番地５ 調査・検査・測定 調査・統計

2033 東北化学薬品株式会社岩手支店 県内 岩手県北上市流通センター１８番３９ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

2033 東北化学薬品株式会社岩手支店 県内 岩手県北上市流通センター１８番３９ 医療・福祉機器類 医療用機器

2033 東北化学薬品株式会社岩手支店 県内 岩手県北上市流通センター１８番３９ 薬品類 化学・工業薬品
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2034 有限会社アクア・エコライフ岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢西上野町９番１号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

2034 有限会社アクア・エコライフ岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢西上野町９番１号 薬品類 農業薬品、化学・工業薬品

2034 有限会社アクア・エコライフ岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢西上野町９番１号 消防防災・保安用具類 保安用具

2034 有限会社アクア・エコライフ岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢西上野町９番１号 その他 その他

2034 有限会社アクア・エコライフ岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢西上野町９番１号 その他 その他

2035 第一物産株式会社北上支店 県内 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－８１ 燃料及び油脂製品類 その他

2035 第一物産株式会社北上支店 県内 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－８１ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

2035 第一物産株式会社北上支店 県内 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－８１ 薬品類 化学・工業薬品

2035 第一物産株式会社北上支店 県内 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－８１ 資材類 建設資材

2036 株式会社メディセオ盛岡支店 県内 岩手県花巻市二枚橋第５地割６－２６ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

2036 株式会社メディセオ盛岡支店 県内 岩手県花巻市二枚橋第５地割６－２６ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

2036 株式会社メディセオ盛岡支店 県内 岩手県花巻市二枚橋第５地割６－２６ 薬品類 医薬品

2037 ニチレキ株式会社岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢工業団地４丁目２９番地 資材類 建設資材

2038 有限会社サンヨー研究所 県内 岩手県宮古市佐原二丁目１番８号 清掃・駆除等 鼠等衛生害虫防除、飲料水貯水槽清掃

2038 有限会社サンヨー研究所 県内 岩手県宮古市佐原二丁目１番８号 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査

2039 居也商店 県内 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚１１３－４ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品

2040 ハイプラ化成株式会社 県内 岩手県北上市村崎野８地割９２番地５ 薬品類 化学・工業薬品

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 印刷・製本 地図調製、複写業務、製本

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

2041 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

2042 浄安森林組合 県内 岩手県二戸市浄法寺町下前田３７番地４ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

2042 浄安森林組合 県内 岩手県二戸市浄法寺町下前田３７番地４ 財産等売払い 立木

2043 株式会社ハムシステム庄内岩手営業所 県内 岩手県一関市赤萩字亀田１１６番地６ 電気・通信機器類 放送・通信機器

2043 株式会社ハムシステム庄内岩手営業所 県内 岩手県一関市赤萩字亀田１１６番地６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

2044 ニッコー・ファインメック株式会社 県内 岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番地６ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）

2044 ニッコー・ファインメック株式会社 県内 岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番地６ その他 その他

2044 ニッコー・ファインメック株式会社 県内 岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番地６ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、その他

2045 荒川商事有限会社 県内 岩手県二戸市堀野字大川原毛９１番地の２ 財産等売払い 立木、その他

2046 岩手コンポスト株式会社 県内 岩手県花巻市石鳥谷町五大堂第６地割１番地１３ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）

2047 東武機器株式会社岩手営業所 県内 岩手県北上市上江釣子16地割47番地１ 産業機器類 その他

2048 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県釜石市大町一丁目８番６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3001 日本カルミック株式会社 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 その他 その他

3001 日本カルミック株式会社 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、鼠等衛生害虫防除

3001 日本カルミック株式会社 県外 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 賃貸借 その他

3002 株式会社ジェイエスキューブ営業本部 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番２２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、文具・事務用品、事務機器

3002 株式会社ジェイエスキューブ営業本部 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番２２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3002 株式会社ジェイエスキューブ営業本部 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番２２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3003 東北インテリジェント通信株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3003 東北インテリジェント通信株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3003 東北インテリジェント通信株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 その他 その他

3004 東京テクニカル・サービス株式会社 県外 千葉県浦安市今川四丁目１２番３８ー１号 調査・検査・測定 化学物質測定、大気・環境検査、その他調査、水質検査、土壌検査・測定

3005 フジテック株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

3006 株式会社ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、遊具、福祉用機器

3006 株式会社ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 警備・受付等 受付・展示物案内

3006 株式会社ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 コンピュータ関連 データ入力業務

3006 株式会社ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 調査・検査・測定 その他調査

3006 株式会社ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 その他 人材派遣、その他

3007 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

3007 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 薬品類 化学・工業薬品

3007 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 産業機器類 その他
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3007 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 その他 その他

3007 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、上水道施設等保守点検

3008 ジーエムいちはら工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区中江一丁目３番４号 車両類 特殊車両

3009 ＫＳＳ株式会社 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 家具類 木製家具、スチール家具

3009 ＫＳＳ株式会社 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3010 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号 コンピュータ関連 データ入力業務

3010 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3010 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号 その他 その他

3011 石垣メンテナンス株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 薬品類 化学・工業薬品

3011 石垣メンテナンス株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 産業機器類 その他

3011 石垣メンテナンス株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検、その他施設保守点検、その他設備保守点
検

3012 株式会社日本経営情報システム 県外 北海道札幌市豊平区平岸二条五丁目２番１４号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3012 株式会社日本経営情報システム 県外 北海道札幌市豊平区平岸二条五丁目２番１４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3013 北日本コンピューターサービス株式会社 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3013 北日本コンピューターサービス株式会社 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3013 北日本コンピューターサービス株式会社 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3013 北日本コンピューターサービス株式会社 県外 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3014 ＳＢテクノロジー株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3014 ＳＢテクノロジー株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3014 ＳＢテクノロジー株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3014 ＳＢテクノロジー株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 調査・検査・測定 調査・統計

3014 ＳＢテクノロジー株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 医療・福祉機器類 医療用機器、衛生材料

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 産業機器類 その他

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 消防防災・保安用具類 消防機器、防災用品

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 警備・受付等 機械警備、巡回警備

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、空調設備保守点検

3015 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 警備・受付等 受付・展示物案内

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 コンピュータ関連 データ入力業務

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 運送・運搬・処理 広報紙・文書集配

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳、会議録作成

3016 キャリアバンク株式会社 県外 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 その他 人材派遣、その他

3017 株式会社ＨＡＲＰ 県外 札幌市中央区北一条西六丁目１番地２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3018 いずみ清掃株式会社 県外 宮城県仙台市泉区南光台一丁目１４番１０号 清掃・駆除等 側溝排水路清掃、下水道管渠清掃

3018 いずみ清掃株式会社 県外 宮城県仙台市泉区南光台一丁目１４番１０号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3018 いずみ清掃株式会社 県外 宮城県仙台市泉区南光台一丁目１４番１０号 調査・検査・測定 その他調査

3019 キョウワセキュリオン株式会社 県外 福島県福島市五月町３番１８号 警備・受付等
機械警備、巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案
内

3020 横浜金属商事株式会社仙台事業所 県外 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字上原１０－１ その他 その他

3020 横浜金属商事株式会社仙台事業所 県外 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字上原１０－１ その他 その他

3021 株式会社カンエイメンテナンス仙台営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目８番１７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検

3022 極東サービス株式会社 県外 千葉県八千代市上高野１８２３番地の１ 産業機器類 その他

3022 極東サービス株式会社 県外 千葉県八千代市上高野１８２３番地の１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検

3023 株式会社エネット 県外 東京都港区芝公園二丁目６番３号 燃料及び油脂製品類 その他

3024 株式会社谷澤総合鑑定所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町３丁目４番１８号 その他 不動産鑑定業務

3025 株式会社ニック東京支店 県外 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 文具・事務機器類 文具・事務用品、用紙

3025 株式会社ニック東京支店 県外 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 家具類 スチール家具
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3025 株式会社ニック東京支店 県外 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3025 株式会社ニック東京支店 県外 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 賃貸借 その他

3026 株式会社ニッコク青森営業所 県外 青森県青森市小柳一丁目１９番２０号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3027 株式会社サン・コンピュータ 県外 青森県八戸市北インター工業団地一丁目５番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3027 株式会社サン・コンピュータ 県外 青森県八戸市北インター工業団地一丁目５番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3028 株式会社グローバルキャスト 県外 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3028 株式会社グローバルキャスト 県外 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番１２号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

3029 株式会社青南ＲＥＲ 県外 青森県青森市大字戸門字山部２８番地８ 運送・運搬・処理 一般廃棄物（処理）、産業廃棄物（処理）

3030 株式会社東洋食品 県外 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 その他 調理業務

3031 有限責任監査法人トーマツ 県外 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3031 有限責任監査法人トーマツ 県外 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3031 有限責任監査法人トーマツ 県外 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 その他 その他

3032 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 調査・検査・測定 その他調査

3033 丸茂電機株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町３番１０号 電気・通信機器類 視聴覚機器

3033 丸茂電機株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町３番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

3034 キハラ株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１‐３７‐１ 文具・事務機器類 文具・事務用品

3034 キハラ株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１‐３７‐１ 家具類 スチール家具、木製家具

3034 キハラ株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１‐３７‐１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3035 株式会社スマートバリュークラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ 県外 大阪市中央区道修町三丁目６番１号　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3036 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部　東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、電気設備保守点検

3037 株式会社テクノル 県外 青森県八戸市大字廿三日町２番地 その他 選挙用品

3037 株式会社テクノル 県外 青森県八戸市大字廿三日町２番地 広告・出版・イベント 選挙

3038 一冨士フードサービス株式会社北海道・東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－４－１ その他 調理業務

3039 株式会社東北舞台工業 県外 宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上４０番地の１１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3040 株式会社東北機水 県外 宮城県仙台市若林区六丁の目南町５番３７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3041 日本水道管路株式会社東北支店 県外 宮城県石巻市開成１番１８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検、その他施設保守点検

3041 日本水道管路株式会社東北支店 県外 宮城県石巻市開成１番１８ 調査・検査・測定 漏水調査

3042 一般財団法人日本環境衛生センター 県外 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3042 一般財団法人日本環境衛生センター 県外 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 調査・検査・測定 大気・環境検査、その他調査

3042 一般財団法人日本環境衛生センター 県外 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 その他 その他

3043 キングラントウホク株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具

3043 キングラントウホク株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９ 医療・福祉機器類 福祉用機器

3043 キングラントウホク株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９ 電気・通信機器類 家庭用電気機器

3043 キングラントウホク株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９ その他 クリーニング

3043 キングラントウホク株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９ 賃貸借 電気・通信機器類、繊維類

3044 株式会社アチカ 県外 秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地１７９ 文具・事務機器類 事務機器、ＯＡ機器

3044 株式会社アチカ 県外 秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地１７９ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、通信設備保守点検

3044 株式会社アチカ 県外 秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地１７９ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3044 株式会社アチカ 県外 秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地１７９ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3045 株式会社タムラ 県外 東京都江戸川区西一之江四丁目９番２８号 その他 その他

3045 株式会社タムラ 県外 東京都江戸川区西一之江四丁目９番２８号 その他 その他

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 印刷・製本 一般印刷、製本

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 コンピュータ関連 データ入力業務

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 翻訳・通訳・速記 会議録作成

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 その他 人材派遣、その他

3046 株式会社ぎょうせい東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目６番３１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3047 株式会社清水合金製作所仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区河原町１ー５ー１　 その他 その他

3047 株式会社清水合金製作所仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区河原町１ー５ー１　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検
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3048 日本水道サービス株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区中山４丁目１９番４３－１０３号 調査・検査・測定 漏水調査

3049 株式会社宣通 県外 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3050 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 産業機器類 空調機器、その他

3050 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、その他施設保守点検、その他設備保守点検

3051 ヒューマンリソシア株式会社 県外 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3051 ヒューマンリソシア株式会社 県外 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 コンピュータ関連 データ入力業務

3051 ヒューマンリソシア株式会社 県外 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 その他 人材派遣

3052 パナソニックEWエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目４番６号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3052 パナソニックEWエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目４番６号 産業機器類 空調機器

3052 パナソニックEWエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目４番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、空調設備保守点検、通信設備保守点検

3053 株式会社日本レップス東北営業所 県外 宮城県仙台市泉区上谷刈５丁目１１番２３号 調査・検査・測定 漏水調査

3054 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3054 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3054 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、医療機器・福祉用具類、電気・通信機器類

3055 横浜ウォーター株式会社 県外 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 その他 その他

3056 ピースミール・テクノロジー株式会社 県外 東京都中央区晴海一丁目８番１０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3057 株式会社シン技術コンサル東北支店 県外 宮城県仙台市太白区中田５丁目３番２１号　 調査・検査・測定 その他調査

3058 葵工業株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 その他 広告・看板

3059 株式会社ハイウエイとうほく 県外 宮城県仙台市泉区永和台３５番１号 資材類 建設資材

3060 株式会社サイボウ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２　 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服

3060 株式会社サイボウ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２　 医療・福祉機器類 衛生材料

3060 株式会社サイボウ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２　 産業機器類 その他

3060 株式会社サイボウ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２　 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

3060 株式会社サイボウ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、その他設備保守点検

3061 株式会社クリタス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3061 株式会社クリタス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 薬品類 化学・工業薬品

3061 株式会社クリタス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 産業機器類 空調機器、工作機器

3061 株式会社クリタス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 その他 その他

3061 株式会社クリタス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検

3062 イワコー株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区栗生五丁目７番８ 産業機器類 空調機器

3063 株式会社日立ビルシステム東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、昇降機・自動ドア保守点検

3064 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3064 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3064 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 産業機器類 その他

3064 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、通信設備保守点検、下水道施設等保守点検、電気設備保守点検

3065 株式会社データホライゾン 県外 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 コンピュータ関連 データ入力業務

3065 株式会社データホライゾン 県外 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 その他 その他

3066 ワールドウォーターバッグ株式会社 県外 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目６番２３号 消防防災・保安用具類 防災用品

3067 平和機械株式会社 県外 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 消防防災・保安用具類 消防機器

3067 平和機械株式会社 県外 愛知県名古屋市中区金山二丁目１番５号 車両類 特殊車両

3068 東京センチュリー株式会社 県外 東京都千代田区神田練塀町３番地 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、医療機器・福祉用具類、厨房器具類、特殊車両・建
設機械、産業機器類、理化学機器・計測機器、その他

3069 アシスト株式会社 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 印刷・製本 一般印刷、その他

3069 アシスト株式会社 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3069 アシスト株式会社 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 文具・事務機器類 文具・事務用品

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 家具類 その他

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 学校教材・運動用品・楽器類 楽器、教材・図書

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 その他 その他

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 コンピュータ関連 データ入力業務

3070 株式会社図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 その他 その他

3071 株式会社加速器分析研究所 県外 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９番地１ 調査・検査・測定 土壌検査・測定、調査・統計、その他調査

3071 株式会社加速器分析研究所 県外 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９番地１ その他 その他

35/49



種別名称 種別明細
№ 業者名称 住所区分

希望営業品目
所在地

3072 三精工事サービス株式会社東京支店 県外 東京都荒川区東日暮里二丁目３番１１号 家具類 室内装飾、その他

3072 三精工事サービス株式会社東京支店 県外 東京都荒川区東日暮里二丁目３番１１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検、その他設備保守点検

3073 日東通信株式会社 県外 仙台市青葉区堤町三丁目１番１５号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3073 日東通信株式会社 県外 仙台市青葉区堤町三丁目１番１５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 消防用設備保守点検、電気設備保守点検、通信設備保守点検

3073 日東通信株式会社 県外 仙台市青葉区堤町三丁目１番１５号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、医療機器・福祉用具類

3074 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、上水道施設等保守点検

3075 ジェイフィルム株式会社仙台営業部 県外 宮城県宮城郡利府町しらかし台６－７－３ その他 日用雑貨

3076 株式会社富士通ゼネラル東北情報通信ネットワーク営業部 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目５番５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3076 株式会社富士通ゼネラル東北情報通信ネットワーク営業部 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目５番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

3077 シンフォニアエンジニアリング株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１番１２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

3078 株式会社ベルテクノ 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号 その他 その他

3078 株式会社ベルテクノ 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3079 フジテコム株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番１２号 その他 その他

3079 フジテコム株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番１２号 調査・検査・測定 漏水調査

3080 有限会社日本一安い罠の店 県外 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ その他 その他

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 医療・福祉機器類 医療用機器

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 消防防災・保安用具類 防災用品

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 その他 日用雑貨、記念品・バッジ

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

3081 株式会社東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 その他 その他

3082 株式会社東北漏水 県外 宮城県仙台市太白区長町八丁目１１番２５号 調査・検査・測定 漏水調査

3083 株式会社キャンサースキャン 県外 東京都品川区西五反田一丁目３番８号 その他 その他

3084 株式会社佐賀電算センター 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3084 株式会社佐賀電算センター 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3084 株式会社佐賀電算センター 県外 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3085 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社 県外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ 文具・事務機器類 文具・事務用品、ＯＡ機器

3085 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社 県外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

3085 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社 県外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3085 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社 県外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ 調査・検査・測定 その他調査

3085 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社 県外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ その他 その他

3086 第一環境株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４ー６ー１　 理化学機器・計測機器類 計測機器

3086 第一環境株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４ー６ー１　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、その他施設保守点検

3086 第一環境株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４ー６ー１　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3086 第一環境株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４ー６ー１　 調査・検査・測定 漏水調査

3086 第一環境株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４ー６ー１　 その他 その他

3087 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

3087 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 産業機器類 その他

3087 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、電気設備保守点検

3088 東洋計器株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区富沢南二丁目１２番２号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3089 株式会社しんあい 県外 岡山県新見市新見９６９番地２号 燃料及び油脂製品類 暖房用燃料

3090 株式会社阪神計器製作所関東支店 県外 東京都港区芝四丁目６番１４号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3091 株式会社メフォス 県外 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 その他 調理業務

3092 株式会社ベネッセコーポレーション小中学校事業部 県外 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号　 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3092 株式会社ベネッセコーポレーション小中学校事業部 県外 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号　 その他 その他

3093 関東文化財振興会株式会社 県外 茨城県筑西市布川１０１２番地 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3093 関東文化財振興会株式会社 県外 茨城県筑西市布川１０１２番地 その他 その他

3094 ニッポンレンタカー東北株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目２番２０号 賃貸借 一般車両・自転車

3095 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 薬品類 化学・工業薬品

3095 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 産業機器類 工作機器
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3095 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、上水道施設等保守点検、その他施設保守
点検

3096 株式会社エムティーアイ 県外 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3097 東日本漏水調査株式会社 県外 山形県米沢市窪田町藤泉１４４６番地の１ 調査・検査・測定 漏水調査

3098 ＮＥＣネットイノベーション株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１０番２３号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3098 ＮＥＣネットイノベーション株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１０番２３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3098 ＮＥＣネットイノベーション株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１０番２３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3099 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3099 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3100 野村興産株式会社 県外 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）

3100 野村興産株式会社 県外 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号 その他 その他

3101 株式会社アースワーク 県外 長野県長野市大字柳原２３６１番地１２ 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 燃料及び油脂製品類 その他

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 産業機器類 その他

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 車両類 オートバイ・自転車、特殊車両

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 その他 広告・看板、その他

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3102 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 調査・検査・測定 その他調査

3103 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　 コンピュータ関連 データ入力業務

3103 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3103 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　 その他 その他

3104 株式会社アシストワンエナジー 県外 北海道札幌市中央区北四条西二丁目１番地１ その他 その他

3105 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 県外 青森県八戸市北白山台２丁目６番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3105 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 県外 青森県八戸市北白山台２丁目６番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3105 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 県外 青森県八戸市北白山台２丁目６番１号 調査・検査・測定 その他調査

3105 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 県外 青森県八戸市北白山台２丁目６番１号 その他 その他

3105 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 県外 青森県八戸市北白山台２丁目６番１号 賃貸借 理化学機器・計測機器

3106 エア・ウォーター防災株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区六丁目字南９７番３号 医療・福祉機器類 医療用機器

3106 エア・ウォーター防災株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区六丁目字南９７番３号 消防防災・保安用具類 消防機器

3106 エア・ウォーター防災株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区六丁目字南９７番３号 消防防災・保安用具類 防災用品

3106 エア・ウォーター防災株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区六丁目字南９７番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
消防用設備保守点検、空調設備保守点検、電気設備保守点検、医療・福祉機器保守点検、そ
の他設備保守点検

3107 東京コンピュータサービス株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区新寺１－４－５ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3107 東京コンピュータサービス株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区新寺１－４－５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3108 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3108 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3108 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、電気設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

3108 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3109 株式会社マーク 県外 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 その他 広告・看板

3110 株式会社ＯＲＡＮＧＥＣＵＢＥ 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目６番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

3111 株式会社コスモリサーチ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１５番８号 調査・検査・測定 漏水調査

3112 日東イシダ株式会社八戸営業所 県外 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１６－１ 理化学機器・計測機器類 計測機器

3112 日東イシダ株式会社八戸営業所 県外 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１６－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

3112 日東イシダ株式会社八戸営業所 県外 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１６－１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3112 日東イシダ株式会社八戸営業所 県外 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１６－１ 賃貸借 その他

3113 中里建設株式会社 県外 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3113 中里建設株式会社 県外 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 調査・検査・測定 その他調査

3114 アイテック株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、上水道施設等保守点検

3115 株式会社ＪＥＣＣ本社（委任先） 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 その他 その他

3115 株式会社ＪＥＣＣ本社（委任先） 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 財産等売払い その他

3115 株式会社ＪＥＣＣ本社（委任先） 県外 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 賃貸借 医療機器・福祉用具類、事務機器・ＯＡ機器

3116 株式会社ビー・エム 県外 青森県八戸市下長一丁目１８番２３号 その他 食料品、その他
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3116 株式会社ビー・エム 県外 青森県八戸市下長一丁目１８番２３号 清掃・駆除等 建物清掃

3116 株式会社ビー・エム 県外 青森県八戸市下長一丁目１８番２３号 警備・受付等 受付・展示物案内

3117 株式会社日本マネジメント協会 県外 仙台市青葉区上杉一丁目４番１０号 その他 人材派遣

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 医療・福祉機器類 医療用機器

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 薬品類 医薬品

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 消防防災・保安用具類 防災用品

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 その他 その他

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 調査・検査・測定 臨床検査、その他調査

3118 富士商事株式会社青森営業所 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２４番１号 その他 その他

3119 中村弘前株式会社 県外 青森県弘前市大字清野袋五丁目３番地の１ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

3119 中村弘前株式会社 県外 青森県弘前市大字清野袋五丁目３番地の１ その他 広告・看板、その他

3119 中村弘前株式会社 県外 青森県弘前市大字清野袋五丁目３番地の１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3120 株式会社ぎじろくセンター東京営業所 県外 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3120 株式会社ぎじろくセンター東京営業所 県外 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3120 株式会社ぎじろくセンター東京営業所 県外 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　 翻訳・通訳・速記 会議録作成

3120 株式会社ぎじろくセンター東京営業所 県外 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　 賃貸借 電気・通信機器類

3121 株式会社エスアールエル株式会社エスアールエル 県外 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 医療・福祉機器類 衛生材料

3121 株式会社エスアールエル株式会社エスアールエル 県外 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 調査・検査・測定 臨床検査

3122 株式会社環境管理センター福島事業所 県外 福島県福島市陣場町８－２４ 調査・検査・測定 土壌検査・測定、水質検査、化学物質測定、大気・環境検査、その他調査

3123 株式会社大原鉄工所 県外 新潟県長岡市城岡二丁目８番１号 車両類 特殊車両

3124 株式会社ノガミ関東支店 県外 千葉県成田市並木町２２１ 調査・検査・測定 その他調査

3125 一般社団法人日本経営協会 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目１１番８号 調査・検査・測定 その他調査

3125 一般社団法人日本経営協会 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目１１番８号 その他 その他

3126 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３７番１３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検

3126 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３７番１３ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3126 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３７番１３ 調査・検査・測定 漏水調査

3126 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３７番１３ その他 その他

3127 マイクロセンター株式会社 県外 青森県八戸市小中野二丁目１６番４号 印刷・製本 複写業務

3127 マイクロセンター株式会社 県外 青森県八戸市小中野二丁目１６番４号 コンピュータ関連 データ入力業務

3127 マイクロセンター株式会社 県外 青森県八戸市小中野二丁目１６番４号 その他 その他

3128 株式会社武揚堂仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町６－６－９－３０３ 印刷・製本 一般印刷、地図調製

3128 株式会社武揚堂仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町６－６－９－３０３ その他 広告・看板

3128 株式会社武揚堂仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町６－６－９－３０３ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3128 株式会社武揚堂仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町６－６－９－３０３ 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3129 株式会社流通研究所 県外 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3129 株式会社流通研究所 県外 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3129 株式会社流通研究所 県外 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 その他 その他

3130 株式会社サンリーク東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１３番１号 調査・検査・測定 漏水調査

3131 株式会社日立システムズ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3131 株式会社日立システムズ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

3131 株式会社日立システムズ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

3131 株式会社日立システムズ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3132 株式会社ミズコム 県外 宮城県仙台市泉区高森七丁目１７番地の１１ 調査・検査・測定 漏水調査

3133 株式会社ビー・エイチ・シー 県外 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3133 株式会社ビー・エイチ・シー 県外 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3133 株式会社ビー・エイチ・シー 県外 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号 その他 その他

3134 東新化学株式会社 県外 青森県弘前市大字神田二丁目３番地３ 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

3134 東新化学株式会社 県外 青森県弘前市大字神田二丁目３番地３ 薬品類 化学・工業薬品

3134 東新化学株式会社 県外 青森県弘前市大字神田二丁目３番地３ 産業機器類 その他

3134 東新化学株式会社 県外 青森県弘前市大字神田二丁目３番地３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検、その他設備保守点検

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 印刷・製本 一般印刷

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 消防防災・保安用具類 防災用品

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書
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3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 その他 広告・看板、その他

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3135 凸版印刷株式会社東日本事業本部 県外 宮城県仙台市泉区明通三丁目３０番 その他 その他

3136 葉隠勇進株式会社東北支店 県外 山形県東置賜郡高畠町大字高畠７９１　 その他 調理業務

3137 株式会社アボック社 県外 神奈川県鎌倉市大船二丁目１４番１３号 印刷・製本 一般印刷

3137 株式会社アボック社 県外 神奈川県鎌倉市大船二丁目１４番１３号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3137 株式会社アボック社 県外 神奈川県鎌倉市大船二丁目１４番１３号 その他 広告・看板

3137 株式会社アボック社 県外 神奈川県鎌倉市大船二丁目１４番１３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3138 株式会社システム環境研究所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀二丁目２６番９号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3138 株式会社システム環境研究所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀二丁目２６番９号 調査・検査・測定 調査・統計

3138 株式会社システム環境研究所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀二丁目２６番９号 その他 その他

3139 ＦＬＣＳ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目２番２３号 賃貸借 医療機器・福祉用具類、事務機器・ＯＡ機器

3140 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 県外 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3140 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 県外 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3140 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 県外 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3141 株式会社富士ダイナミクス仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢１丁目１１番２１号 その他 その他

3141 株式会社富士ダイナミクス仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢１丁目１１番２１号 その他 その他

3142 株式会社社会保険出版社 県外 東京都千代田区神田猿楽町一丁目５番１８号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3142 株式会社社会保険出版社 県外 東京都千代田区神田猿楽町一丁目５番１８号 その他 その他

3142 株式会社社会保険出版社 県外 東京都千代田区神田猿楽町一丁目５番１８号 その他 その他

3143 株式会社スリーエス 県外 兵庫県西宮市松原町５番２３号 警備・受付等 巡回警備、常駐警備、駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物案内

3144 株式会社ライズファクトリー 県外 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3144 株式会社ライズファクトリー 県外 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号 その他 記念品・バッジ

3144 株式会社ライズファクトリー 県外 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3145 一般社団法人日本公園緑地協会 県外 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3146 株式会社会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 印刷・製本 一般印刷、製本

3146 株式会社会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 電気・通信機器類 放送・通信機器、視聴覚機器

3146 株式会社会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3146 株式会社会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳、会議録作成

3146 株式会社会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、その他

3147 株式会社ＮＴＴドコモ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１番２号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3147 株式会社ＮＴＴドコモ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3148 菱光リフト東北株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区北根三丁目26番６号 医療・福祉機器類 福祉用機器

3148 菱光リフト東北株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区北根三丁目26番６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

3149 株式会社電算システム株式会社　電算システム（本社委託） 県外 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 その他 その他

3150 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ その他 その他

3150 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3150 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ その他 その他

3151 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 文具・事務機器類 文具・事務用品、ＯＡ機器

3151 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3151 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3151 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3152 株式会社元創 県外 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 その他 その他

3152 株式会社元創 県外 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3152 株式会社元創 県外 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 その他 人材派遣、その他

3153 株式会社ボーダーリンク 県外 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１ その他 人材派遣、その他

3154 東京インタープレイ株式会社 県外 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3155 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社営業統括本部 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3155 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社営業統括本部 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3156 山二システムサービス株式会社 県外 秋田市仁井田新田二丁目１６番１３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3157 文化シヤッターサービス株式会社東北サービス支店 県外 宮城県仙台市若林区荒井東２－３－８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検
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3158 アイネット株式会社 県外 福島県会津若松市天神町３０番５２号 その他 その他

3159 ＯＫＩクロステック株式会社東北支社別館 県外 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１番１号　 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3159 ＯＫＩクロステック株式会社東北支社別館 県外 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１番１号　 電気・通信機器類 放送・通信機器

3159 ＯＫＩクロステック株式会社東北支社別館 県外 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１番１号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、事務機器・ＯＡ機器保守点検

3160 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3160 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 調査・検査・測定 調査・統計

3160 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 調査・検査・測定 その他調査

3160 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3160 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 その他 人材派遣、その他

3161 市川甚商事株式会社 県外 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 消防防災・保安用具類 防災用品

3161 市川甚商事株式会社 県外 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 その他 選挙用品

3162 株式会社現代けんこう出版 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 印刷・製本 一般印刷

3162 株式会社現代けんこう出版 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3162 株式会社現代けんこう出版 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3162 株式会社現代けんこう出版 県外 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 その他 その他

3163 株式会社テクノスジャパン東北支店 県外 宮城県仙台市太白区中田３－９－１６－２０３ 調査・検査・測定 漏水調査

3164 株式会社ジョイトーク 県外 栃木県さくら市氏家２３７１番地１２ その他 人材派遣、その他

3165 株式会社インソース東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3165 株式会社インソース東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１ 調査・検査・測定 その他調査

3165 株式会社インソース東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１ 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3165 株式会社インソース東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１ その他 その他

3166 株式会社アクアテック関東営業所 県外 東京都品川区南品川四丁目４番１７号　 清掃・駆除等 飲料水貯水槽清掃

3166 株式会社アクアテック関東営業所 県外 東京都品川区南品川四丁目４番１７号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3166 株式会社アクアテック関東営業所 県外 東京都品川区南品川四丁目４番１７号　 調査・検査・測定 その他調査

3166 株式会社アクアテック関東営業所 県外 東京都品川区南品川四丁目４番１７号　 その他 その他

3167 アイリスオーヤマ株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3167 アイリスオーヤマ株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 医療・福祉機器類 衛生材料

3167 アイリスオーヤマ株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

3167 アイリスオーヤマ株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 消防防災・保安用具類 防災用品

3167 アイリスオーヤマ株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 その他 その他

3168 株式会社ビーコンラーニングサービス 県外 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号 その他 人材派遣

3169 株式会社サンケン・エンジニアリング仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区八乙女四丁目９－１３ 家具類 室内装飾、その他

3169 株式会社サンケン・エンジニアリング仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区八乙女四丁目９－１３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3170 ＪＦＥ条鋼株式会社鹿島製造所 県外 茨城県神栖市南浜７番地 運送・運搬・処理 一般廃棄物（処理）

3171 株式会社地域環境計画東北支社 県外 宮城県仙台市泉区南光台四丁目４番１２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3171 株式会社地域環境計画東北支社 県外 宮城県仙台市泉区南光台四丁目４番１２号 その他 カメラ・写真、その他

3171 株式会社地域環境計画東北支社 県外 宮城県仙台市泉区南光台四丁目４番１２号 調査・検査・測定 その他調査

3172 株式会社ウォーターテック北日本支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１０号 その他 その他

3172 株式会社ウォーターテック北日本支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3173 大和産業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区栗生３丁目１２－１６　 その他 その他

3173 大和産業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区栗生３丁目１２－１６　 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3173 大和産業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区栗生３丁目１２－１６　 賃貸借 イベント用品類、仮設建築物

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 その他 記念品・バッジ

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 その他 広告・看板

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 警備・受付等 駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3174 株式会社電通東日本東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3175 日本水機調査株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3175 日本水機調査株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号 調査・検査・測定 漏水調査、その他調査

3175 日本水機調査株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号 その他 その他

3176 バイザー株式会社 県外 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3177 株式会社ＣＴＩウイング東京事務所 県外 東京都江東区東陽六丁目５番６号 コンピュータ関連 データ入力業務
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3177 株式会社ＣＴＩウイング東京事務所 県外 東京都江東区東陽六丁目５番６号 調査・検査・測定 大気・環境検査、調査・統計、その他調査

3178 株式会社ジチタイアド 県外 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3178 株式会社ジチタイアド 県外 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号 調査・検査・測定 その他調査

3178 株式会社ジチタイアド 県外 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3179 パラテクノ株式会社 県外 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器

3179 パラテクノ株式会社 県外 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 電気・通信機器類 視聴覚機器

3179 パラテクノ株式会社 県外 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

3179 パラテクノ株式会社 県外 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 その他 その他

3179 パラテクノ株式会社 県外 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 賃貸借 医療機器・福祉用具類、電気・通信機器類

3180 株式会社インフォマティクス 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3180 株式会社インフォマティクス 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3180 株式会社インフォマティクス 県外 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3181 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ事業部 県外 東京都港区港南二丁目１３番３７号 医療・福祉機器類 医療用機器

3181 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ事業部 県外 東京都港区港南二丁目１３番３７号 薬品類 医薬品

3181 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ事業部 県外 東京都港区港南二丁目１３番３７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 医療・福祉機器保守点検

3181 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ事業部 県外 東京都港区港南二丁目１３番３７号 賃貸借 医療機器・福祉用具類

3182 株式会社スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 家具類 室内装飾、その他

3182 株式会社スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3182 株式会社スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 その他 その他

3182 株式会社スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3182 株式会社スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 その他 その他

3183 ミザック株式会社東京支店 県外 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、下水道施設等保守点検

3184 株式会社シンク株式会社シンク 県外 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3184 株式会社シンク株式会社シンク 県外 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3184 株式会社シンク株式会社シンク 県外 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 その他 その他

3184 株式会社シンク株式会社シンク 県外 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 医療・福祉機器類 医療用機器

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 調査・検査・測定 その他調査

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 その他 その他

3185 株式会社ウェルクル札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、医療機器・福祉用具類

3186 内田工業株式会社 県外 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

3186 内田工業株式会社 県外 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3187 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５ 清掃・駆除等 建物清掃、飲料水貯水槽清掃

3187 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
消防用設備保守点検、空調設備保守点検、昇降機・自動ドア保守点検、電気設備保守点検、
その他施設保守点検、その他設備保守点検

3188 アクリ－グ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目５番５号 印刷・製本 地図調製

3188 アクリ－グ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目５番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3188 アクリ－グ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目５番５号 調査・検査・測定 その他調査

3189 株式会社創和 県外 東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号 その他 その他

3189 株式会社創和 県外 東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号 その他 その他

3190 総合メディカル株式会社第二営業本部 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１　１３階 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具

3190 総合メディカル株式会社第二営業本部 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１　１３階 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、家具類、繊維類、医療機器・福祉用具類

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 家具類 室内装飾

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 医療・福祉機器類 衛生材料

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 薬品類 医薬品、農業薬品、化学・工業薬品

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 電気・通信機器類 放送・通信機器、家庭用電気機器

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 産業機器類 農業機器、工作機器、その他

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 消防防災・保安用具類 消防機器
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3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 車両類 オートバイ・自転車、車両部品・用品

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 資材類 建設資材、造園資材

3191 株式会社サンデー 県外 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 その他 時計・貴金属、日用雑貨

3192 株式会社グラファー 県外 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目５番８号 その他 その他

3193 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 県外 大阪府大阪市住之江区泉二丁目１番６４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3194 株式会社ドゥファイン秋田支社 県外 秋田県秋田市茨島四丁目３番６号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3195 株式会社カイテック 県外 東京都新宿区住吉町１番１５号 調査・検査・測定 その他調査

3195 株式会社カイテック 県外 東京都新宿区住吉町１番１５号 その他 その他

3196 三菱電機ビルソリューションズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、昇降機・自動ドア保守点検

3197 ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品

3197 ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器

3198 一般社団法人文化財科学研究センター 県外 奈良県天理市田町４４７番地 調査・検査・測定 調査・統計

3198 一般社団法人文化財科学研究センター 県外 奈良県天理市田町４４７番地 その他 その他

3199 株式会社吉谷機械製作所 県外 鳥取県鳥取市古海３５６番地１ 車両類 特殊車両

3200 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 清掃・駆除等 下水道管渠清掃

3200 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 調査・検査・測定 漏水調査、その他調査

3201 株式会社帝国書院 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 印刷・製本 地図調製

3201 株式会社帝国書院 県外 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3202 株式会社Ｍ’ｓジャパン東北支店 県外 宮城県名取市箱塚１丁目１１番１４号 調査・検査・測定 漏水調査

3203 株式会社東北議事録センター 県外 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3203 株式会社東北議事録センター 県外 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目１８番２１号 翻訳・通訳・速記 会議録作成

3204 株式会社名豊 県外 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3204 株式会社名豊 県外 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3204 株式会社名豊 県外 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3204 株式会社名豊 県外 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 その他 その他

3205 日本産業廃棄物処理株式会社 県外 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２４６５番地 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3206 パリノ・サーヴェイ株式会社 県外 東京都北区田端一丁目２５番１９号 調査・検査・測定 化学物質測定、水質検査、土壌検査・測定、その他調査

3207 東京法令出版株式会社 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 印刷・製本 一般印刷

3207 東京法令出版株式会社 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3207 東京法令出版株式会社 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3207 東京法令出版株式会社 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 調査・検査・測定 調査・統計

3207 東京法令出版株式会社 県外 長野県長野市南千歳町１００５番地 その他 その他

3208 株式会社図書館総合研究所 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3208 株式会社図書館総合研究所 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 その他 その他

3209 ジャパンエレベーターサービス城西株式会社 県外 東京都新宿区新宿六丁目２９番８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

3210 トーテツ資源株式会社 県外 青森県八戸市大字河原木字海岸４番地１１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 理化学機器・計測機器類 理化学機器

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 消防防災・保安用具類 防災用品

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具、教材・図書

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 その他
カメラ・写真、日用雑貨、時計・貴金属、広告・看板、記念品・バッジ、美術・工芸品類、選挙用
品、その他

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3211 株式会社村山事務器 県外 秋田県鹿角市花輪字柳田２８番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝、選挙

3212 株式会社小林舞台システム 県外 北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 家具類 室内装飾、その他

3212 株式会社小林舞台システム 県外 北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 電気・通信機器類 視聴覚機器

3212 株式会社小林舞台システム 県外 北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検
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3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 医療・福祉機器類 医療用機器、福祉用機器、衛生材料

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 薬品類 医薬品

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 電気・通信機器類 家庭用電気機器

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書、楽器

3213 株式会社スクールゴー 県外 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 その他 食料品、カメラ・写真、日用雑貨、時計・貴金属、記念品・バッジ、その他

3214 ソシオフードサービス株式会社東北支店 県外 山形県東置賜郡高畠町大字高畠７９１　 その他 調理業務

3215 アースサポート株式会社 県外 東京都渋谷区本町一丁目４番１４号 その他 その他

3216 株式会社アンフィニ 県外 茨城県つくばみらい市板橋１８１２番地１６ その他 その他

3217 株式会社リクルート 県外 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3217 株式会社リクルート 県外 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3217 株式会社リクルート 県外 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 調査・検査・測定 調査・統計

3217 株式会社リクルート 県外 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3217 株式会社リクルート 県外 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 その他 その他

3218 株式会社ジーエスエフ 県外 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 その他 調理業務

3219 株式会社パレオ・ラボ 県外 埼玉県戸田市下前一丁目１３番２２号 調査・検査・測定 その他調査

3220 ＮＴＴタウンページ株式会社ソリューション営業部 県外 東京都中野区中央三丁目２４番９号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3220 ＮＴＴタウンページ株式会社ソリューション営業部 県外 東京都中野区中央三丁目２４番９号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3220 ＮＴＴタウンページ株式会社ソリューション営業部 県外 東京都中野区中央三丁目２４番９号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

3220 ＮＴＴタウンページ株式会社ソリューション営業部 県外 東京都中野区中央三丁目２４番９号 その他 その他

3221 日本システムケア株式会社 県外 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 財産等売払い 金属くず

3222 株式会社あんしんサポート 県外 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3222 株式会社あんしんサポート 県外 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 消防防災・保安用具類 防災用品

3222 株式会社あんしんサポート 県外 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 その他 その他

3222 株式会社あんしんサポート 県外 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 賃貸借 電気・通信機器類

3223 菱電エレベータ施設株式会社リフト事業本部 県外 東京都新宿区市谷砂土原町二丁目４番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

3224 興和株式会社 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番２９号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

3224 興和株式会社 県外 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番２９号 医療・福祉機器類 衛生材料

3225 エネサーブ株式会社 県外 滋賀県大津市月輪二丁目１９番６号 燃料及び油脂製品類 その他

3226 株式会社ブランド・プロモーション戦略研究所 県外 東京都港区芝大門二丁目３番７号 調査・検査・測定 調査・統計

3226 株式会社ブランド・プロモーション戦略研究所 県外 東京都港区芝大門二丁目３番７号 その他 その他

3227 株式会社多田木工製作所 県外 山形県天童市糠塚二丁目１番１号 家具類 木製家具、スチール家具、その他

3228 東芝エレベータ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 昇降機・自動ドア保守点検

3229 トランス・コスモス株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷区東一丁目２番２０号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3229 トランス・コスモス株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷区東一丁目２番２０号 その他 その他

3230 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 県外 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3230 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 県外 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3231 株式会社フルキャスト 県外 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 警備・受付等 受付・展示物案内

3231 株式会社フルキャスト 県外 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 コンピュータ関連 データ入力業務

3231 株式会社フルキャスト 県外 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 調査・検査・測定 その他調査

3231 株式会社フルキャスト 県外 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 その他 人材派遣、その他

3232 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 厨房器具類 厨房機器

3232 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 産業機器類 空調機器、その他

3232 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検、通信設備保守点検、昇降機・自動ドア保守点検、電気設備保守点検

3233 株式会社ブロードリンク 県外 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3233 株式会社ブロードリンク 県外 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3233 株式会社ブロードリンク 県外 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3233 株式会社ブロードリンク 県外 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 財産等売払い その他

3233 株式会社ブロードリンク 県外 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器
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3234 株式会社イ・エス・エス 県外 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 その他 その他

3235 株式会社ウィルエージェンシー 県外 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 その他 人材派遣、その他

3236 株式会社レスターコミュニケーションズ東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－８ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3236 株式会社レスターコミュニケーションズ東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－８ その他 カメラ・写真

3236 株式会社レスターコミュニケーションズ東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検、通信設備保守点検

3237 株式会社ソラスト仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町１－４－１ その他 人材派遣

3238 株式会社明日葉 県外 東京都港区芝四丁目１３－３ その他 その他

3239 アクアテック株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区石名坂１０－１１１ 調査・検査・測定 漏水調査

3240 株式会社ＬＥＯＣ 県外 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 その他 調理業務

3241 株式会社シナジー 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3241 株式会社シナジー 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3241 株式会社シナジー 県外 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、その他

3242 イグニション・ポイント株式会社 県外 東京都渋谷区東一丁目３２番１２号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3242 イグニション・ポイント株式会社 県外 東京都渋谷区東一丁目３２番１２号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3242 イグニション・ポイント株式会社 県外 東京都渋谷区東一丁目３２番１２号 その他 その他

3243 アサヒプリテック株式会社仙台営業所 県外 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目５－１１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）

3243 アサヒプリテック株式会社仙台営業所 県外 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目５－１１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3244 鎌長製衡株式会社東京支店 県外 東京都中央区日本橋一丁目１４番７号　 理化学機器・計測機器類 計測機器

3244 鎌長製衡株式会社東京支店 県外 東京都中央区日本橋一丁目１４番７号　 産業機器類 その他

3244 鎌長製衡株式会社東京支店 県外 東京都中央区日本橋一丁目１４番７号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、理化学機器・計測機器保守点検

3245 長野ポンプ株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区萩野町１丁目１８ー８　 車両類 特殊車両

3246 タカオ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１号　 学校教材・運動用品・楽器類 遊具

3246 タカオ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１号　 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3247 株式会社トータルオフィスマネージメント 県外 秋田県横手市十文字町字海道下４２－１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3247 株式会社トータルオフィスマネージメント 県外 秋田県横手市十文字町字海道下４２－１ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3248 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3248 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５ 調査・検査・測定 水質検査、大気・環境検査、土壌検査・測定、化学物質測定、調査・統計、その他調査

3248 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５ その他 その他

3249 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 県外 茨城県つくば市梅園２－７－３ 電気・通信機器類 放送・通信機器

3249 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 県外 茨城県つくば市梅園２－７－３ 賃貸借 電気・通信機器類、その他

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 印刷・製本 一般印刷、製本

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 その他 その他

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 運送・運搬・処理 広報紙・文書集配

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 広告・出版・イベント 広告・宣伝

3250 株式会社サイネックス 県外 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 その他 その他

3251 福味商事株式会社 県外 福島県本宮市本宮字舘町１６１番地２ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3251 福味商事株式会社 県外 福島県本宮市本宮字舘町１６１番地２ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3251 福味商事株式会社 県外 福島県本宮市本宮字舘町１６１番地２ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3252 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 県外 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、産業機器類、医療機器・福祉用具類、特殊車両・建設機械、厨房器具
類、その他

3253 株式会社静環検査センター福島支店 県外 福島県福島市郷野目字宝来町１７番地の３　 調査・検査・測定 臨床検査、土壌検査・測定、大気・環境検査、食品検査、化学物質測定、水質検査

3254 株式会社森田鉄工所仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町南３丁目１５番７号 その他 その他

3254 株式会社森田鉄工所仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町南３丁目１５番７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検

3255 株式会社ノバーク 県外 福島県郡山市安積荒井二丁目７５番地 資材類 建設資材

3256 リコーリース株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、電気・通信機器類、医療機器・福祉用具類

3257 株式会社三豊 県外 愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地 その他 その他

3258 株式会社港公会計 県外 東京都港区西新橋二丁目２番２号 調査・検査・測定 その他調査

3258 株式会社港公会計 県外 東京都港区西新橋二丁目２番２号 その他 その他

3259 株式会社クボタ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４‐６‐１ 産業機器類 その他

3259 株式会社クボタ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４‐６‐１ 資材類 建設資材

3260 株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ 県外 東京都港区赤坂三丁目２１番２１号 その他 その他

3261 株式会社ガバメイツ 県外 愛媛県松山市三番町四丁目９番地５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発
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3261 株式会社ガバメイツ 県外 愛媛県松山市三番町四丁目９番地５ 調査・検査・測定 その他調査

3261 株式会社ガバメイツ 県外 愛媛県松山市三番町四丁目９番地５ 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

3261 株式会社ガバメイツ 県外 愛媛県松山市三番町四丁目９番地５ その他 その他

3262 株式会社三築緑屋システム 県外 東京都北区東十条三丁目４番３号 理化学機器・計測機器類 計測機器

3262 株式会社三築緑屋システム 県外 東京都北区東十条三丁目４番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

3263 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3263 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3263 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3263 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3263 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 県外 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 その他 その他

3264 株式会社ジーウェイブ 県外 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3265 オリファサービス債権回収株式会社 県外 東京都新宿区大久保一丁目３番２１号 その他 その他

3266 株式会社川合ネームプレート製作所 県外 栃木県那須塩原市石林３１８－１ その他 広告・看板、その他

3267 神戸綜合速記株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 印刷・製本 一般印刷

3267 神戸綜合速記株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 電気・通信機器類 視聴覚機器

3267 神戸綜合速記株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3267 神戸綜合速記株式会社 県外 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 翻訳・通訳・速記 会議録作成

3268 株式会社大和速記情報センター 県外 東京都港区新橋五丁目１３番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3268 株式会社大和速記情報センター 県外 東京都港区新橋五丁目１３番１号 翻訳・通訳・速記 会議録作成

3269 アーティサン株式会社 県外 東京都調布市布田４－５－１ 電気・通信機器類 放送・通信機器

3269 アーティサン株式会社 県外 東京都調布市布田４－５－１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3269 アーティサン株式会社 県外 東京都調布市布田４－５－１ 賃貸借 電気・通信機器類

3270 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 県外 東京都大田区山王一丁目３番５号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3270 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 県外 東京都大田区山王一丁目３番５号 その他 その他

3271 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 薬品類 化学・工業薬品

3271 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検

3271 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 調査・検査・測定 水質検査

3272 富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西１番地１４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3272 富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西１番地１４ コンピュータ関連 データ入力業務

3273 山陽マーク株式会社東京出張所 県外 東京都目黒区中目黒５－６－１０ 印刷・製本 一般印刷

3273 山陽マーク株式会社東京出張所 県外 東京都目黒区中目黒５－６－１０ その他 広告・看板、その他

3274 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3274 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3274 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3275 株式会社エックス都市研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 調査・検査・測定 その他調査

3275 株式会社エックス都市研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 その他 その他

3276 京セラコミュニケーションシステム株式会社 県外 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3276 京セラコミュニケーションシステム株式会社 県外 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3276 京セラコミュニケーションシステム株式会社 県外 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3276 京セラコミュニケーションシステム株式会社 県外 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 その他 その他

3276 京セラコミュニケーションシステム株式会社 県外 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、その他

3277 株式会社オープンループパートナーズ 県外 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 警備・受付等 受付・展示物案内

3277 株式会社オープンループパートナーズ 県外 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 コンピュータ関連 データ入力業務

3277 株式会社オープンループパートナーズ 県外 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3277 株式会社オープンループパートナーズ 県外 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 その他 人材派遣、その他

3278 いすゞリーシングサービス株式会社営業本部 県外 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号 賃貸借 一般車両・自転車、特殊車両・建設機械

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 医療・福祉機器類 衛生材料

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 車両類 車両部品・用品

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 その他 その他

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 清掃・駆除等 公園・道路等清掃

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 車両保守点検、その他設備保守点検

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3279 株式会社木下抗菌サービス 県外 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 その他 その他
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3280 株式会社スペース 県外 東京都豊島区北大塚１丁目１８番１１号 その他 その他

3280 株式会社スペース 県外 東京都豊島区北大塚１丁目１８番１１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3281 株式会社梅津組 県外 山形県長井市緑町９番７５号 資材類 建設資材

3282 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番36号 薬品類 化学・工業薬品

3282 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番36号 産業機器類 その他

3282 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番36号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検、上水道施設等保守点検、下水道施設等保守点検

3283 ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ株式会社 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3283 ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ株式会社 県外 東京都文京区大塚三丁目１番１号 その他 その他

3284 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3285 日水産業株式会社関東事業所 県外 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 薬品類 化学・工業薬品

3285 日水産業株式会社関東事業所 県外 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 資材類 建設資材

3285 日水産業株式会社関東事業所 県外 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 調査・検査・測定 その他調査

3286 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 県外 青森県八戸市豊洲３番地１９ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）、一般廃棄物（処理）、産業廃棄物（処理）

3287 鴻池メディカル株式会社東日本事業部 県外 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－８－２ 医療・福祉機器類 医療用機器

3287 鴻池メディカル株式会社東日本事業部 県外 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－８－２ その他 その他

3287 鴻池メディカル株式会社東日本事業部 県外 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－８－２ その他 その他

3288 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検、その他設備保守点検

3289 リエスパワーネクスト株式会社 県外 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号 燃料及び油脂製品類 その他

3290 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 調査・検査・測定 大気・環境検査、水質検査、土壌検査・測定、化学物質測定

3291 株式会社エルテス 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3291 株式会社エルテス 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 調査・検査・測定 その他調査

3291 株式会社エルテス 県外 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 その他 その他

3292 第一法規株式会社 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 印刷・製本 一般印刷、製本

3292 第一法規株式会社 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 その他 その他

3292 第一法規株式会社 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3292 第一法規株式会社 県外 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 その他 その他

3293 株式会社アグロジャパン北東北営業部 県外 青森県十和田市元町西２丁目２番１号 薬品類 動物用薬品、農業薬品

3294 エフビットコミュニケーションズ株式会社 県外 京都市南区東九条室町２３番地 燃料及び油脂製品類 その他

3295 公共地研株式会社 県外 埼玉県川口市戸塚３丁目２５番２７号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3295 公共地研株式会社 県外 埼玉県川口市戸塚３丁目２５番２７号 その他 その他

3296 帝國纎維株式会社 県外 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具

3296 帝國纎維株式会社 県外 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 車両類 特殊車両

3297 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 調査・検査・測定 水質検査、土壌検査・測定、大気・環境検査、化学物質測定、その他調査

3297 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ その他 その他

3298 株式会社プロテック 県外 兵庫県西宮市室川町１２番３号 その他 その他

3299 株式会社協働管財 県外 東京都新宿区若葉一丁目１０番１１号 その他 その他

3299 株式会社協働管財 県外 東京都新宿区若葉一丁目１０番１１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他施設保守点検

3299 株式会社協働管財 県外 東京都新宿区若葉一丁目１０番１１号 その他 その他

3300 高千穂商事株式会社 県外 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 印刷・製本 一般印刷

3301 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3301 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 その他 その他

3302 株式会社知識経営研究所 県外 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3302 株式会社知識経営研究所 県外 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 調査・検査・測定 大気・環境検査、調査・統計、その他調査

3302 株式会社知識経営研究所 県外 東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 その他 その他

3303 ＪＦＥプラントエンジ株式会社ＪＦＥプラントエンジ株式会社　営業本部　索道営業部 県外 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 車両類 特殊車両

3304 共和化工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区立町１番３号 保守・点検・管理（修理・整備を含む）
下水道施設等保守点検、ごみ処理施設保守点検、その他施設保守点検、その他設備保守点
検

3305 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 県外 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 翻訳・通訳・速記 筆耕・翻訳・通訳

3305 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 県外 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 その他 人材派遣、その他

3306 株式会社エフエスユニマネジメント 県外 東京都港区芝浦三丁目４番１号 医療・福祉機器類 衛生材料、医療用機器

3306 株式会社エフエスユニマネジメント 県外 東京都港区芝浦三丁目４番１号 薬品類 医薬品

3306 株式会社エフエスユニマネジメント 県外 東京都港区芝浦三丁目４番１号 その他 その他

3306 株式会社エフエスユニマネジメント 県外 東京都港区芝浦三丁目４番１号 その他 その他
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3307 株式会社セレスポ仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目３－１７ 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3308 日進設備工業株式会社 県外 高知県高知市百石町四丁目１１番６号 調査・検査・測定 漏水調査

3309 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検

3310 株式会社東計電算 県外 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０番地 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3311 有限会社オフィス樋渡 県外 宮城県仙台市泉区実沢字中山南２５－５－４０６ 運送・運搬・処理 広報紙・文書集配

3312 東北藤吉工業株式会社 県外 宮城県仙台市若林区蒲町１８番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

3312 東北藤吉工業株式会社 県外 宮城県仙台市若林区蒲町１８番１号 運送・運搬・処理 産業廃棄物（運送・運搬）

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 資材類 造園資材

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 清掃・駆除等 公園・道路等清掃

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 植栽・庭園管理

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 その他 その他

3313 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 賃貸借 その他

3314 株式会社ニッコクトラスト東日本支社 県外 宮城県仙台市太白区長町３－７－１３ その他 調理業務

3315 日本国民食株式会社 県外 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 その他 調理業務

3316 株式会社青南商事 県外 青森県弘前市大字神田五丁目４番地５ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）、産業廃棄物（運送・運搬）

3316 株式会社青南商事 県外 青森県弘前市大字神田五丁目４番地５ 財産等売払い 金属くず、非鉄金属くず、一般車両・自転車、特殊車両・建設機械、古紙、ペットボトル

3317 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２番７号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3317 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２番７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

3318 大成機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 資材類 建設資材

3319 株式会社環境技術研究所東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目８－１７－３１４号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3320 株式会社日本サポートサービス 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 コンピュータ関連 データ入力業務

3320 株式会社日本サポートサービス 県外 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 その他 人材派遣、その他

3321 株式会社両備システムズ 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 文具・事務機器類 ＯＡ機器、文具・事務用品、用紙

3321 株式会社両備システムズ 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3321 株式会社両備システムズ 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3321 株式会社両備システムズ 県外 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3322 帝商株式会社 県外 東京都港区港南一丁目２番７０号 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

3322 帝商株式会社 県外 東京都港区港南一丁目２番７０号 車両類 特殊車両

3323 仙台湾燻蒸株式会社 県外 宮城県塩竈市港町二丁目３番９号 その他 その他

3324 税理士法人あさひ会計 県外 山形県山形市東原町二丁目１番２７号 その他 その他

3325 株式会社コトブキ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１４ 学校教材・運動用品・楽器類 運動用品、遊具

3325 株式会社コトブキ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１４ その他 広告・看板、その他

3326 大成温調株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目４番２２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

3327 株式会社日本漏防コンサルタント東北営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢１丁目９－１　 調査・検査・測定 漏水調査

3328 株式会社ヒロタ 県外 青森県青森市大字野木字野尻３７番地６９１ 印刷・製本 一般印刷、製本

3328 株式会社ヒロタ 県外 青森県青森市大字野木字野尻３７番地６９１ 文具・事務機器類 事務機器、文具・事務用品、用紙

3329 株式会社昭文社 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 印刷・製本 地図調製、一般印刷

3329 株式会社昭文社 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3329 株式会社昭文社 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 その他 広告・看板、その他

3329 株式会社昭文社 県外 東京都千代田区麹町三丁目１番地 広告・出版・イベント イベント企画・運営、広告・宣伝

3330 株式会社ＢＳＮアイネット東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3330 株式会社ＢＳＮアイネット東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3330 株式会社ＢＳＮアイネット東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3331 戸田重機鉄工株式会社 県外 秋田県大館市花岡町字泉田３６番地 車両類 特殊車両

3332 ソリマチ株式会社 県外 新潟県長岡市表町一丁目４番地２４ 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3332 ソリマチ株式会社 県外 新潟県長岡市表町一丁目４番地２４ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3333 株式会社グリーンかんきょうネット 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 文具・事務機器類 用紙、ＯＡ機器

3333 株式会社グリーンかんきょうネット 県外 愛知県名古屋市千種区今池一丁目６番３号 財産等売払い その他

3334 株式会社クロスリード 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3334 株式会社クロスリード 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3334 株式会社クロスリード 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 その他 人材派遣

3335 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 文具・事務機器類 ＯＡ機器
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3335 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 医療・福祉機器類 医療用機器

3335 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検、医療・福祉機器保守点検

3335 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 県外 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、理化学機器・計測機器、医療機器・福祉用具類

3336 株式会社ウィズウェイストジャパン 県外 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目２２４番地１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） ごみ処理施設保守点検

3336 株式会社ウィズウェイストジャパン 県外 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目２２４番地１ 運送・運搬・処理 産業廃棄物（処理）、一般廃棄物（処理）

3337 株式会社エージェント 県外 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3337 株式会社エージェント 県外 東京都渋谷区宇田川町３３番７号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3338 株式会社エムジェイ 県外 宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品

3338 株式会社エムジェイ 県外 宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号 電気・通信機器類 家庭用電気機器、視聴覚機器

3338 株式会社エムジェイ 県外 宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3338 株式会社エムジェイ 県外 宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号 賃貸借 家具類、仮設建築物、イベント用品類

3339 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 文具・事務機器類 ＯＡ機器

3339 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

3339 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

3340 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番２号 賃貸借
事務機器・ＯＡ機器、特殊車両・建設機械、仮設建築物、教材・楽器・運動用品、産業機器類、
家具類、電気・通信機器類、厨房器具類、理化学機器・計測機器、医療機器・福祉用具類、そ
の他

3341 株式会社ＳＪＣ 県外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目９番地の５ 文具・事務機器類 事務機器

3341 株式会社ＳＪＣ 県外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目９番地の５ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3341 株式会社ＳＪＣ 県外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目９番地の５ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3342 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 電気・通信機器類 放送・通信機器、家庭用電気機器

3342 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 産業機器類 建設機器、空調機器、その他

3342 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検、空調設備保守点検、電気設備保守点検

3343 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 家具類 室内装飾

3343 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気・通信機器類 視聴覚機器、放送・通信機器

3343 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3343 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 その他 カメラ・写真、美術・工芸品類、広告・看板、その他

3343 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3344 株式会社三輝 県外 大阪府大阪市北区同心一丁目１０番１２号 その他 その他

3345 株式会社エコシティサービス 県外 神奈川県横浜市都筑茅ケ崎中央８番３３号 その他 人材派遣、その他

3346 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3347 新菱冷熱工業株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 空調設備保守点検

3348 三谷コンピュータ株式会社 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器

3348 三谷コンピュータ株式会社 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 事務機器・ＯＡ機器保守点検

3348 三谷コンピュータ株式会社 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ コンピュータ関連 システム・ソフト開発

3348 三谷コンピュータ株式会社 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器

3349 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3349 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 賃貸借 その他

3350 株式会社旭商会仙台店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目９番３８号 理化学機器・計測機器類 理化学機器、計測機器

3350 株式会社旭商会仙台店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目９番３８号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 理化学機器・計測機器保守点検

3351 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 その他 その他

3352 三晃工業株式会社 県外 大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 家具類 室内装飾、その他

3352 三晃工業株式会社 県外 大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） その他設備保守点検

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 文具・事務機器類 ＯＡ機器、事務機器、文具・事務用品、用紙

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 繊維類 皮革・ナイロン・ゴム製品、被服、寝具、その他

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 厨房器具類 厨房機器、厨房用品

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 医療・福祉機器類 医療用機器

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 電気・通信機器類 家庭用電気機器、放送・通信機器、視聴覚機器

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 産業機器類 農業機器、工作機器、空調機器、その他

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 消防防災・保安用具類 消防機器、保安用具、防災用品

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ その他 広告・看板、時計・貴金属、記念品・バッジ、日用雑貨、カメラ・写真

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 清掃・駆除等 建物清掃
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3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3353 テルウェル東日本株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 賃貸借 事務機器・ＯＡ機器、家具類

3354 株式会社ディライトシステム 県外 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１番６号 コンピュータ関連 システム・ソフト開発、データ入力業務

3355 株式会社アイネットサポート 県外 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 その他 その他

3356 株式会社無線放送設計事務所仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉四丁目３番２号 その他 その他

3357 株式会社内藤ハウス仙台支店 県外 宮城県仙台市太白区郡山６－７－２１　５Ｆ 賃貸借 仮設建築物

3358 有限会社東京インテリア・クラフト 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 家具類 室内装飾、木製家具、スチール家具、その他

3358 有限会社東京インテリア・クラフト 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ その他 美術・工芸品類、広告・看板

3358 有限会社東京インテリア・クラフト 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3358 有限会社東京インテリア・クラフト 県外 東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３ その他 その他

3359 ラサ商事株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 産業機器類 建設機器、その他

3359 ラサ商事株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 下水道施設等保守点検

3359 ラサ商事株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 賃貸借 産業機器類

3360 一般社団法人日本家族計画協会 県外 東京都新宿区市谷田町１丁１０番地 医療・福祉機器類 医療用機器

3360 一般社団法人日本家族計画協会 県外 東京都新宿区市谷田町１丁１０番地 消防防災・保安用具類 防災用品

3360 一般社団法人日本家族計画協会 県外 東京都新宿区市谷田町１丁１０番地 学校教材・運動用品・楽器類 教材・図書

3360 一般社団法人日本家族計画協会 県外 東京都新宿区市谷田町１丁１０番地 その他 記念品・バッジ、その他

3361 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 電気・通信機器類 放送・通信機器

3361 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 その他 カメラ・写真

3361 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 通信設備保守点検

3361 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 調査・検査・測定 その他調査

3362 東芝ライテック株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 電気・通信機器類 視聴覚機器

3362 東芝ライテック株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 保守・点検・管理（修理・整備を含む） 電気設備保守点検

3363 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 コンピュータ関連 データ入力業務

3363 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 調査・検査・測定 調査・統計、その他調査

3363 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 広告・出版・イベント イベント企画・運営

3363 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 その他 その他

3364 株式会社イーエムアイ 県外 東京都杉並区高円寺北二丁目２０番１号 文具・事務機器類 事務機器、文具・事務用品、用紙

3364 株式会社イーエムアイ 県外 東京都杉並区高円寺北二丁目２０番１号 家具類 スチール家具、木製家具

3365 株式会社吉田建設宮城営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢２丁目２０番２８号２０２ 調査・検査・測定 その他調査

3366 シダックスフードサービス株式会社 県外 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ その他 調理業務、その他

3367 株式会社サカイ引越センター北日本本部 県外 宮城県名取市上余田字千刈田９００－４ 運送・運搬・処理 引越業

3368 株式会社ケー・シー・エス東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番２ 調査・検査・測定 調査・統計

3369 表示灯株式会社仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央４－１０－３ 消防防災・保安用具類 消防機器

3369 表示灯株式会社仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央４－１０－３ その他 広告・看板

3369 表示灯株式会社仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央４－１０－３ 広告・出版・イベント 広告・宣伝
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