
平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 アートシステム 株式会社アートシステム 建築一式工事
県内業者 アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 建築一式工事
県内業者 アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 電気工事
県内業者 アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 内装仕上工事
県内業者 アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 電気通信工事
県外業者 アイエイチアイインフラケンセツ 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 土木一式工事
県外業者 アイエイチアイインフラケンセツ 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 アイエイチアイインフラケンセツ 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 塗装工事
県外業者 アイエイチアイインフラケンセツ 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 アイエイチアイインフラケンセツ 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 水道施設工事
県外業者 アイエイチアイインフラシステム 株式会社ＩＨＩインフラシステム 機械器具設置工事
県外業者 アイエイチアイインフラシステム 株式会社ＩＨＩインフラシステム東北営業所 電気工事
県外業者 アイエイチアイインフラシステム 株式会社ＩＨＩインフラシステム東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 アイエイチアイインフラシステム 株式会社ＩＨＩインフラシステム東北営業所 電気通信工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社 造園工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 アイシーエス 株式会社アイシーエス 電気通信工事
県外業者 アイチトケイデンキ 愛知時計電機株式会社青森営業所 機械器具設置工事
県外業者 アイチトケイデンキ 愛知時計電機株式会社青森営業所 電気通信工事
県外業者 アイテック アイテック株式会社 電気工事
県外業者 アイテック アイテック株式会社 管工事
県外業者 アイテック アイテック株式会社 機械器具設置工事
県外業者 アイテック アイテック株式会社 水道施設工事
県外業者 アイテック アイテック株式会社 消防施設工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 建築一式工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 大工工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 左官工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 石工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 屋根工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 鋼構造物工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 鉄筋工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 板金工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 ガラス工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 塗装工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 防水工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 内装仕上工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 熱絶縁工事
県内業者 アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 建具工事
県外業者 アオミケンセツ あおみ建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 アオミケンセツ あおみ建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 アオミケンセツ あおみ建設株式会社東北支店 水道施設工事
県内業者 アオモリケントソウジギョウ 青森県塗装事業協同組合 塗装工事
県内業者 アオモリケントソウジギョウ 青森県塗装事業協同組合 防水工事
県内業者 アオモリジバンケンキュウショ 有限会社青森地盤研究所 さく井工事
県内業者 アオモリセツビコウギョウ 青森設備工業株式会社 土木一式工事
県内業者 アオモリセツビコウギョウ 青森設備工業株式会社 管工事
県内業者 アオモリセツビコウギョウ 青森設備工業株式会社 水道施設工事
県内業者 アオモリセツビコウギョウ 青森設備工業株式会社 消防施設工事
県内業者 アオモリソウゴウケイビホショウ 青森綜合警備保障株式会社 電気通信工事
県内業者 アオモリソウゴウケイビホショウ 青森綜合警備保障株式会社 消防施設工事
県内業者 アオモリソウゴデンセツ 青森相互電設株式会社 電気工事
県内業者 アオモリニチレキ 青森ニチレキ株式会社五所川原営業所 土木一式工事
県内業者 アオモリニチレキ 青森ニチレキ株式会社五所川原営業所 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 アオモリニチレキ 青森ニチレキ株式会社五所川原営業所 舗装工事
県内業者 アオモリニチレキ 青森ニチレキ株式会社五所川原営業所 塗装工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 アオモリノーミ 青森ノーミ株式会社 電気工事
県内業者 アオモリノーミ 青森ノーミ株式会社 消防施設工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 土木一式工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 管工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 舗装工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 しゅんせつ工事
県内業者 アオモリホドウ 株式会社青森舗道 水道施設工事
県内業者 アオモリミツビシデンキキキハンバイ 青森三菱電機機器販売株式会社 電気工事
県内業者 アオモリミツビシデンキキキハンバイ 青森三菱電機機器販売株式会社 管工事
県内業者 アオモリミツビシデンキキキハンバイ 青森三菱電機機器販売株式会社 機械器具設置工事
県内業者 アオモリミツビシデンキキキハンバイ 青森三菱電機機器販売株式会社 電気通信工事
県外業者 アキラ 昱株式会社東北支店 電気工事
県外業者 アキラ 昱株式会社東北支店 管工事
県外業者 アキラ 昱株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 アキラ 昱株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 土木一式工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 鋼構造物工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 機械器具設置工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 電気通信工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 水道施設工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社 消防施設工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社向洋電機事業所青森営業所 電気工事
県外業者 アキラキデン 昱機電株式会社向洋電機事業所青森営業所 管工事
県外業者 アサヌマグミ 株式会社淺沼組東北支店 土木一式工事
県外業者 アサヌマグミ 株式会社淺沼組東北支店 建築一式工事
県外業者 アサヌマグミ 株式会社淺沼組東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 アサヌマグミ 株式会社淺沼組東北支店 水道施設工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 土木一式工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 電気工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 管工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 水道施設工事
県外業者 アサノカンキョウソリューション 浅野環境ソリューション株式会社東北営業所 清掃施設工事
県外業者 アサヒイノベックス 旭イノベックス株式会社東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 アサヒイノベックス 旭イノベックス株式会社東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 アサヒコウギョウシャ 株式会社朝日工業社青森営業所 管工事
県外業者 アサヒコウギョウシャ 株式会社朝日工業社青森営業所 消防施設工事
県外業者 アズビル アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東北支店 電気工事
県外業者 アズビル アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東北支店 管工事
県外業者 アズビル アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東北支店 消防施設工事
県内業者 アネスコ 株式会社アネスコ 電気工事
県内業者 アネスコ 株式会社アネスコ 電気通信工事
県内業者 アベジュウクミ 株式会社阿部重組 建築一式工事
県内業者 アベジュウクミ 株式会社阿部重組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 アベジュウクミ 株式会社阿部重組 防水工事
県内業者 アベジュウクミ 株式会社阿部重組 内装仕上工事
県内業者 アペック 株式会社アペック 電気工事
県内業者 アペック 株式会社アペック 電気通信工事
県外業者 アベニッコウコウギョウ 株式会社安部日鋼工業東北支店 土木一式工事
県外業者 アベニッコウコウギョウ 株式会社安部日鋼工業東北支店 水道施設工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 電気工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 管工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 鋼構造物工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 内装仕上工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 機械器具設置工事
県外業者 アマノ アマノ株式会社 電気通信工事
県外業者 アムコン アムコン株式会社 機械器具設置工事
県外業者 アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 建築一式工事
県外業者 アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 電気工事
県外業者 アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 機械器具設置工事
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県外業者 アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 電気通信工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 土木一式工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 建築一式工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 石工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 鋼構造物工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 舗装工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 内装仕上工事
県外業者 アンドウハザマ 株式会社安藤・間東北支店 水道施設工事
県内業者 イガラシデンキショウカイ 株式会社五十嵐電気商会 電気工事
県外業者 イシガキメンテナンス 石垣メンテナンス株式会社東北支店 機械器具設置工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 土木一式工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 建築一式工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 大工工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 鋼構造物工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 舗装工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 しゅんせつ工事
県内業者 イシガミケンセツ 株式会社石上建設 水道施設工事
県内業者 イシザワコウギョウ 有限会社石沢工業 建築一式工事
県内業者 イシザワコウギョウ 有限会社石沢工業 左官工事
県内業者 イシザワコウギョウ 有限会社石沢工業 塗装工事
県内業者 イシザワコウギョウ 有限会社石沢工業 防水工事
県外業者 イズミセイソウ いずみ清掃株式会社 土木一式工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 土木一式工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 建築一式工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 管工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 舗装工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 しゅんせつ工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 造園工事
県内業者 イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 水道施設工事
県外業者 イトウテッコウショ 株式会社伊藤鐵工所 管工事
県外業者 イトウテッコウショ 株式会社伊藤鐵工所 機械器具設置工事
県内業者 イリエポンプ 有限会社入江ポンプ 建築一式工事
県内業者 イリエポンプ 有限会社入江ポンプ 管工事
県内業者 イリエポンプ 有限会社入江ポンプ 水道施設工事
県外業者 イワコー イワコー株式会社 管工事
県外業者 イワコー イワコー株式会社 機械器具設置工事
県外業者 イワタチザキケンセツ 岩田地崎建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 イワタチザキケンセツ 岩田地崎建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ウォーターエージェンシー 株式会社ウォーターエージェンシー東北北営業所 電気工事
県外業者 ウォーターエージェンシー 株式会社ウォーターエージェンシー東北北営業所 管工事
県外業者 ウォーターエージェンシー 株式会社ウォーターエージェンシー東北北営業所 機械器具設置工事
県外業者 ウォーターエージェンシー 株式会社ウォーターエージェンシー東北北営業所 水道施設工事
県外業者 ウォーターテック 株式会社ウォーターテック東北支店 電気工事
県外業者 ウォーターテック 株式会社ウォーターテック東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ウォーターテック 株式会社ウォーターテック東北支店 水道施設工事
県内業者 ウトウボウサイ 株式会社善知鳥防災 電気工事
県内業者 ウトウボウサイ 株式会社善知鳥防災 電気通信工事
県内業者 ウトウボウサイ 株式会社善知鳥防災 消防施設工事
県内業者 エイスィーサービス エイ・スィーサービス株式会社 電気工事
県内業者 エイスィーサービス エイ・スィーサービス株式会社 管工事
県内業者 エイトギジュツ エイト技術株式会社 さく井工事
県外業者 エスエヌカンキョウテクノロジー エスエヌ環境テクノロジー株式会社東京支店 清掃施設工事
県外業者 エヌイーシーネッツエスアイ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 エヌイーシーネッツエスアイ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社青森営業所 電気通信工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 建築一式工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 電気工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 鋼構造物工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 塗装工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 防水工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 内装仕上工事
県外業者 エヌエイチケイアイテック 株式会社エヌエイチケイアイテック東北支社 電気通信工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社 土木一式工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社 しゅんせつ工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社 造園工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社青森支店 建築一式工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社青森支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社青森支店 塗装工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社青森支店 防水工事
県外業者 エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社青森支店 内装仕上工事
県外業者 エヌエヌシーエンジニアリング 株式会社ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 土木一式工事
県外業者 エヌエヌシーエンジニアリング 株式会社ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 管工事
県外業者 エヌエヌシーエンジニアリング 株式会社ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 機械器具設置工事
県外業者 エヌエヌシーエンジニアリング 株式会社ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 さく井工事
県外業者 エヌケーエス 株式会社エヌケーエス東京営業所 電気工事
県外業者 エヌケーエス 株式会社エヌケーエス東京営業所 管工事
県外業者 エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社青森支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社青森支店 鋼構造物工事
県外業者 エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社青森支店 舗装工事
県外業者 エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社青森支店 塗装工事
県外業者 エヌティティデータカスタマサービス エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社東北支社 電気工事
県外業者 エヌティティデータカスタマサービス エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社東北支社 電気通信工事
県外業者 エヌティティドコモ 株式会社ＮＴＴドコモ東北支社 電気通信工事
県外業者 エヌティティヒガシニホントウホク 株式会社ＮＴＴ東日本－東北株式会社ＮＴＴ東日本－東北 電気通信工事
県外業者 エヌティティファシリティーズトウホク 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北 建築一式工事
県外業者 エヌティティファシリティーズトウホク 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北 電気工事
県外業者 エヌティティファシリティーズトウホク 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北 内装仕上工事
県外業者 エバラカンキョウプラント 荏原環境プラント株式会社東日本営業統括部 電気工事
県外業者 エバラカンキョウプラント 荏原環境プラント株式会社東日本営業統括部 機械器具設置工事
県外業者 エバラカンキョウプラント 荏原環境プラント株式会社東日本営業統括部 清掃施設工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 土木一式工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 電気工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 管工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 塗装工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 エバラジツギョウ 荏原実業株式会社北東北営業所 水道施設工事
県外業者 エバラショウジ 荏原商事株式会社東北支店 電気工事
県外業者 エバラショウジ 荏原商事株式会社東北支店 管工事
県外業者 エバラショウジ 荏原商事株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 エバラショウジ 荏原商事株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 エバラセイサクショ 株式会社荏原製作所東北支社 機械器具設置工事
県外業者 エバラセイサクショ 株式会社荏原製作所東北支社 水道施設工事
県外業者 エバラデンサン 株式会社荏原電産東北営業所 電気工事
県外業者 エバラデンサン 株式会社荏原電産東北営業所 電気通信工事
県外業者 エムエスイー 株式会社エム・エス・イー 機械器具設置工事
県外業者 エムエムブリッジ エム・エムブリッジ株式会社東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック 建築一式工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック 大工工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック 鉄筋工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック 内装仕上工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック 造園工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 土木一式工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 鋼構造物工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 舗装工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 しゅんせつ工事
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 塗装工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 エムテック 株式会社エム・テック岩手支店 水道施設工事
県外業者 エルゴテック エルゴテック株式会社北日本支店 管工事
県外業者 オウウデンキセツビ 奥羽電気設備株式会社 電気工事
県外業者 オウウデンキセツビ 奥羽電気設備株式会社 電気通信工事
県外業者 オウウデンキセツビ 奥羽電気設備株式会社 消防施設工事
県内業者 オウデンシャ 株式会社応電社 電気工事
県内業者 オウデンシャ 株式会社応電社 消防施設工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 土木一式工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 建築一式工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 大工工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 左官工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 石工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 屋根工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 管工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 鋼構造物工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 鉄筋工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 舗装工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 しゅんせつ工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 板金工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 ガラス工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 塗装工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 防水工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 内装仕上工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 熱絶縁工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 造園工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 建具工事
県内業者 オオサカグミ 株式会社大坂組 水道施設工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 土木一式工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 建築一式工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 電気工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 管工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 塗装工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 電気通信工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 水道施設工事
県外業者 オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 消防施設工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 土木一式工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 建築一式工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 大工工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 左官工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 石工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 屋根工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 電気工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 管工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 鋼構造物工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 鉄筋工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 舗装工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 板金工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 ガラス工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 塗装工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 防水工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 内装仕上工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 熱絶縁工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 造園工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 建具工事
県外業者 オオバヤシグミ 株式会社大林組東北支店 水道施設工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 オービス 株式会社オービス仙台営業所 建築一式工事
県外業者 オオモトグミ 株式会社大本組東北支店 土木一式工事
県外業者 オオモトグミ 株式会社大本組東北支店 建築一式工事
県内業者 オオヤケンセツコウギョウ 大矢建設工業株式会社 土木一式工事
県内業者 オオヤケンセツコウギョウ 大矢建設工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オキウィンテック 沖ウィンテック株式会社東北支店 電気工事
県外業者 オキウィンテック 沖ウィンテック株式会社東北支店 電気通信工事
県外業者 オキデンキカスタマアドテック 株式会社沖電気カスタマアドテック東北支社 電気工事
県外業者 オキデンキカスタマアドテック 株式会社沖電気カスタマアドテック東北支社 電気通信工事
県外業者 オキデンキコウギョウ 沖電気工業株式会社東北支社 電気通信工事
県外業者 オクアンツーカ 奥アンツーカ株式会社東北営業所 土木一式工事
県外業者 オクアンツーカ 奥アンツーカ株式会社東北営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オクアンツーカ 奥アンツーカ株式会社東北営業所 舗装工事
県外業者 オクアンツーカ 奥アンツーカ株式会社東北営業所 造園工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 土木一式工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 建築一式工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 電気工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 管工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 鋼構造物工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 舗装工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 内装仕上工事
県外業者 オクムラグミ 株式会社奥村組東北支店 水道施設工事
県外業者 オクヤマボーリング 奥山ボーリング株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 オクヤマボーリング 奥山ボーリング株式会社青森支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オクヤマボーリング 奥山ボーリング株式会社青森支店 さく井工事
県内業者 オサナイキキ 有限会社小山内機器 土木一式工事
県外業者 オヤマダエンジニアリング オヤマダエンジニアリング株式会社 電気工事
県外業者 オヤマダエンジニアリング オヤマダエンジニアリング株式会社 管工事
県外業者 オヤマダエンジニアリング オヤマダエンジニアリング株式会社 機械器具設置工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 オリエンタルシライシ オリエンタル白石株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 オルガノ オルガノ株式会社東北支店 管工事
県外業者 オルガノ オルガノ株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 オルガノ オルガノ株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス株式会社東北事業所 機械器具設置工事
県外業者 オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス株式会社東北事業所 水道施設工事
県外業者 カイセイコウギョウ 開成工業株式会社東北営業所 鋼構造物工事
県内業者 カイハツデンギョウ 開発電業株式会社 電気工事
県内業者 カイハツデンギョウ 開発電業株式会社 機械器具設置工事
県内業者 カイハツデンギョウ 開発電業株式会社 電気通信工事
県内業者 カイハツデンギョウ 開発電業株式会社 消防施設工事
県外業者 カクトウ 株式会社角藤東北営業所 土木一式工事
県外業者 カクトウ 株式会社角藤東北営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 カクトウ 株式会社角藤東北営業所 鋼構造物工事
県内業者 カクヒロ 株式会社角弘 土木一式工事
県内業者 カクヒロ 株式会社角弘 建築一式工事
県内業者 カクヒロ 株式会社角弘 舗装工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 大工工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 屋根工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 電気工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 管工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 鋼構造物工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 造園工事
県外業者 カジマケンセツ 鹿島建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 土木一式工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 石工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 鋼構造物工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 舗装工事
県外業者 カジマドウロ 鹿島道路株式会社青森出張所 水道施設工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 土木一式工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 建築一式工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 石工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 鋼構造物工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 鉄筋工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 舗装工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 しゅんせつ工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 塗装工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 防水工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 造園工事
県内業者 カシワザキグミ 株式会社柏崎組 水道施設工事
県外業者 カモガワケイメイデンキ 加茂川啓明電機株式会社東北支店 電気工事
県外業者 カモガワケイメイデンキ 加茂川啓明電機株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 土木一式工事
県外業者 カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 電気工事
県外業者 カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 管工事
県外業者 カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 水道施設工事
県外業者 カワサキマシンシステムズ 株式会社カワサキマシンシステムズガスタービン統括本部サービス本部東部事業所 電気工事
県外業者 カワサキマシンシステムズ 株式会社カワサキマシンシステムズガスタービン統括本部サービス本部東部事業所 機械器具設置工事
県外業者 カワジュウレイネツコウギョウ 川重冷熱工業株式会社 管工事
県外業者 カワジュウレイネツコウギョウ 川重冷熱工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 カワダケンセツ 川田建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 カワモトコウギョウ 川本工業株式会社東北支店 管工事
県外業者 カワモトコウギョウ 川本工業株式会社東北支店 消防施設工事
県内業者 カワラギデンギョウ 株式会社河原木電業 電気工事
県内業者 カワラギデンギョウ 株式会社河原木電業 機械器具設置工事
県内業者 カワラギデンギョウ 株式会社河原木電業 電気通信工事
県内業者 カワラギデンギョウ 株式会社河原木電業 消防施設工事
県外業者 カンデンコウ 株式会社関電工東北支社 電気工事
県外業者 カンデンコウ 株式会社関電工東北支社 電気通信工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 土木一式工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 電気工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 管工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 鋼構造物工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 塗装工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 機械器具設置工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 熱絶縁工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 電気通信工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 水道施設工事
県内業者 カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 消防施設工事
県外業者 キクテック 株式会社キクテック盛岡営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 キクテック 株式会社キクテック盛岡営業所 鋼構造物工事
県外業者 キクテック 株式会社キクテック盛岡営業所 塗装工事
県内業者 キタニホンカコウ 北日本化工株式会社 管工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 キタニホンカコウ 北日本化工株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 キタニホンカコウ 北日本化工株式会社 機械器具設置工事
県外業者 キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 土木一式工事
県外業者 キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 鋼構造物工事
県外業者 キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 塗装工事
県外業者 キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 機械器具設置工事
県内業者 キタニホンケイソウ 北日本計装株式会社 電気工事
県外業者 キタニホンツウシン 北日本通信株式会社 電気通信工事
県内業者 キョウヤデンキ 株式会社京谷電気 電気工事
県内業者 キョウヤデンキ 株式会社京谷電気 電気通信工事
県外業者 キョウリツケンセツ 共立建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 キョウワエクシオ 株式会社協和エクシオ東北支店 土木一式工事
県外業者 キョウワエクシオ 株式会社協和エクシオ東北支店 電気工事
県外業者 キョウワエクシオ 株式会社協和エクシオ東北支店 電気通信工事
県外業者 キョウワカコウ 共和化工株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 キョウワカコウ 共和化工株式会社東北支店 管工事
県外業者 キョウワカコウ 共和化工株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 キョウワカコウ 共和化工株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 キョウワカコウ 共和化工株式会社東北支店 清掃施設工事
県内業者 キョウワデンキ 協和電気株式会社 電気工事
県外業者 キョクトウサービス 極東サービス株式会社 電気工事
県外業者 キョクトウサービス 極東サービス株式会社 機械器具設置工事
県外業者 キンデン 株式会社きんでん東北支社 電気工事
県外業者 キンデン 株式会社きんでん東北支社 電気通信工事
県内業者 クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 土木一式工事
県内業者 クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 舗装工事
県内業者 クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 造園工事
県内業者 クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 水道施設工事
県外業者 クボタ 株式会社クボタ東北支社 管工事
県外業者 クボタ 株式会社クボタ東北支社 機械器具設置工事
県外業者 クボタ 株式会社クボタ東北支社 水道施設工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 電気工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 管工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社東北支店 清掃施設工事
県外業者 クボタキコウ クボタ機工株式会社東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 クマガイグミ 株式会社熊谷組東北支店 土木一式工事
県外業者 クマガイグミ 株式会社熊谷組東北支店 建築一式工事
県外業者 クマリフト クマリフト株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 電気工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 管工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 塗装工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 防水工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 機械器具設置工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 水道施設工事
県外業者 クリタス 株式会社クリタス 清掃施設工事
県外業者 クリハラコウギョウ 栗原工業株式会社東北支社 電気工事
県外業者 クリハラコウギョウ 栗原工業株式会社東北支社 電気通信工事
県内業者 クロイシカイハツ 有限会社黒石開発 土木一式工事
県内業者 クロイシカイハツ 有限会社黒石開発 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 クロイシホソウ 有限会社黒石舗装 土木一式工事
県内業者 クロイシホソウ 有限会社黒石舗装 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 クロイシホソウ 有限会社黒石舗装 舗装工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 土木一式工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 建築一式工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 大工工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 左官工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 とび・土工・コンクリート工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 石工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 屋根工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 鋼構造物工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 鉄筋工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 舗装工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 板金工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 ガラス工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 塗装工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 防水工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 内装仕上工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 造園工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 建具工事
県内業者 ケイショウジ 経商事株式会社 水道施設工事
県内業者 ケンナンセイソウ 県南清掃株式会社 土木一式工事
県内業者 コウセイツウシンシャ 有限会社幸青通信社 電気通信工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 土木一式工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 建築一式工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 大工工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 石工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 屋根工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 電気工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 管工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 鋼構造物工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 舗装工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 塗装工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 防水工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 内装仕上工事
県外業者 コウノイケグミ 株式会社鴻池組東北支店 水道施設工事
県内業者 コウヨウデンセツ 興陽電設株式会社 電気工事
県内業者 コウヨウデンセツ 興陽電設株式会社 電気通信工事
県内業者 コウヨウデンセツ 興陽電設株式会社 消防施設工事
県外業者 コウワ 株式会社興和東北支店 土木一式工事
県外業者 コウワ 株式会社興和東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 コウワ 株式会社興和東北支店 機械器具設置工事
県外業者 コウワ 株式会社興和東北支店 さく井工事
県内業者 コウワケイソウ 広和計装株式会社 電気工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 土木一式工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 石工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 管工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 鋼構造物工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 舗装工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 しゅんせつ工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 さく井工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 水道施設工事
県内業者 コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 消防施設工事
県外業者 コオリリース 郡リース株式会社仙台支店 建築一式工事
県外業者 コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社 電気通信工事
県外業者 コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社 造園工事
県外業者 コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社 さく井工事
県外業者 コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社青森支店 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 コサカギケン 株式会社コサカ技研 さく井工事
県外業者 コスモコウキ コスモ工機株式会社秋田営業所 土木一式工事
県外業者 コスモコウキ コスモ工機株式会社秋田営業所 鋼構造物工事
県外業者 コスモコウキ コスモ工機株式会社秋田営業所 水道施設工事
県外業者 ゴトウコウガクケンキュウショ 株式会社五藤光学研究所 建築一式工事
県外業者 ゴトウコウガクケンキュウショ 株式会社五藤光学研究所 機械器具設置工事
県外業者 コトブキシーティング コトブキシーティング株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 コモンテックス 株式会社コモンテックス 建築一式工事
県外業者 コモンテックス 株式会社コモンテックス タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 コモンテックス 株式会社コモンテックス 機械器具設置工事
県外業者 コモンテックス 株式会社コモンテックス 清掃施設工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 土木一式工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 建築一式工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 左官工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 鋼構造物工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 塗装工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 防水工事
県外業者 コンステック 株式会社コンステック仙台支店 内装仕上工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 土木一式工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 管工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 舗装工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 しゅんせつ工事
県内業者 コンヨケンセツ 株式会社今与建設 水道施設工事
県外業者 サイキュウコウギョウ 斎久工業株式会社東北支店 管工事
県外業者 ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店 電気工事
県外業者 ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店 機械器具設置工事
県外業者 ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店八戸支店 電気通信工事
県外業者 ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店八戸支店 消防施設工事
県外業者 サトウチクロコウギョウ 佐藤築炉工業株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 サトウチクロコウギョウ 佐藤築炉工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 サトウチクロコウギョウ 佐藤築炉工業株式会社 清掃施設工事
県外業者 サトウテッコウ 佐藤鉄工株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 サトウワタナベ 株式会社佐藤渡辺青森営業所 土木一式工事
県外業者 サトウワタナベ 株式会社佐藤渡辺青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 サトウワタナベ 株式会社佐藤渡辺青森営業所 舗装工事
県外業者 サトウワタナベ 株式会社佐藤渡辺青森営業所 水道施設工事
県内業者 サプライ 株式会社サプライ弘前営業所 電気工事
県外業者 サンキコウギョウ 三機工業株式会社東北支店 電気工事
県外業者 サンキコウギョウ 三機工業株式会社東北支店 管工事
県外業者 サンキコウギョウ 三機工業株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 サンキコウギョウ 三機工業株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 サンケンエンジニアリング 株式会社サンケン・エンジニアリング仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 サンシンセイコウ 三辰精工株式会社 機械器具設置工事
県外業者 サンシンセイコウ 三辰精工株式会社 水道施設工事
県外業者 サンシンセイコウ 三辰精工株式会社 清掃施設工事
県外業者 サンセイエンジニアリング 株式会社三精エンジニアリング東京支店 機械器具設置工事
県外業者 サンセイコウジサービス 三精工事サービス株式会社東京支店 機械器具設置工事
県外業者 サンセイテクノロジーズ 三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 サンテック 株式会社サンテック東北支社 電気工事
県外業者 サンテック 株式会社サンテック東北支社 管工事
県外業者 サンデンコウギョウ 産電工業株式会社 電気通信工事
県外業者 サンデンコウギョウ 産電工業株式会社 水道施設工事
県外業者 サンデンコウギョウ 産電工業株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 サンデンコウギョウ 産電工業株式会社青森営業所 機械器具設置工事
県外業者 ジーエスユアサ 株式会社ＧＳユアサ 機械器具設置工事
県外業者 ジーエスユアサ 株式会社ＧＳユアサ 電気通信工事
県外業者 ジーエスユアサ 株式会社ＧＳユアサ東北支社 電気工事
県外業者 ジーエスユアサフィールディングス 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス東北支店 電気工事
県内業者 シーケンスサービス 株式会社シーケンスサービス 電気工事
県内業者 シーケンスサービス 株式会社シーケンスサービス 管工事
県内業者 シールコウギョウ 有限会社シール工業 防水工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 管工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 水道施設工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
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県外業者 ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店 清掃施設工事
県外業者 ジェイエフイープラントエンジ ＪＦＥプラントエンジ株式会社営業本部 機械器具設置工事
県外業者 ジェイブイシーケンウッドアークス 株式会社ＪＶＣケンウッド・アークス 電気工事
県外業者 ジェイブイシーケンウッドアークス 株式会社ＪＶＣケンウッド・アークス 電気通信工事
県外業者 ジェイブイシーケンウッドコウキョウサンギョウシステム 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東日本エンジニアリング部 電気工事
県外業者 ジェイブイシーケンウッドコウキョウサンギョウシステム 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東日本エンジニアリング部 電気通信工事
県外業者 ジェイブイシーケンウッドコウキョウサンギョウシステム 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東日本エンジニアリング部 消防施設工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 土木一式工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 建築一式工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 大工工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 左官工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 石工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 屋根工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 管工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 鋼構造物工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 鉄筋工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 舗装工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 しゅんせつ工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 板金工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 ガラス工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 塗装工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 防水工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 内装仕上工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 熱絶縁工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 造園工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 建具工事
県内業者 シカナイグミ 株式会社鹿内組 水道施設工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 土木一式工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 建築一式工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 大工工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 左官工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 石工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 屋根工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 鋼構造物工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 鉄筋工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 舗装工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 しゅんせつ工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 板金工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 ガラス工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 塗装工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 防水工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 内装仕上工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 熱絶縁工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 造園工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 建具工事
県内業者 シダケンセツ 志田建設株式会社 水道施設工事
県外業者 ジッショウ 實商株式会社 管工事
県外業者 シマヅシステムソリューションズ 島津システムソリューションズ株式会社東京支店 電気工事
県外業者 シマヅシステムソリューションズ 島津システムソリューションズ株式会社東京支店 電気通信工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社 機械器具設置工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社 電気通信工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社 さく井工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社 清掃施設工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 電気工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 管工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
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県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 防水工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 造園工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 シミズケンセツ 清水建設株式会社東北支店 消防施設工事
県外業者 シミズゴウキンセイサクショ 株式会社清水合金製作所 土木一式工事
県外業者 シミズゴウキンセイサクショ 株式会社清水合金製作所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 シミズゴウキンセイサクショ 株式会社清水合金製作所 鋼構造物工事
県外業者 シミズゴウキンセイサクショ 株式会社清水合金製作所 機械器具設置工事
県外業者 シミズゴウキンセイサクショ 株式会社清水合金製作所 水道施設工事
県内業者 ショウエイ 株式会社昭栄 土木一式工事
県内業者 ショウエイ 株式会社昭栄 建築一式工事
県内業者 ショウエイ 株式会社昭栄 塗装工事
県内業者 ショウエイ 株式会社昭栄 防水工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 土木一式工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 建築一式工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 左官工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 屋根工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 鋼構造物工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 舗装工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 塗装工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 防水工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 造園工事
県内業者 ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 水道施設工事
県外業者 ショウワコンクリートコウギョウ 昭和コンクリート工業株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ショウワコンクリートコウギョウ 昭和コンクリート工業株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ショウワコンクリートコウギョウ 昭和コンクリート工業株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 土木一式工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 建築一式工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 舗装工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 塗装工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 防水工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 内装仕上工事
県外業者 ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社北東北支店 水道施設工事
県外業者 ジョンソンコントロールズ ジョンソンコントロールズ株式会社青森営業所 電気工事
県内業者 シラカワケンセツ 株式会社白川建設 土木一式工事
県内業者 シラカワケンセツ 株式会社白川建設 舗装工事
県内業者 シラカワケンセツ 株式会社白川建設 塗装工事
県内業者 シラカワケンセツ 株式会社白川建設 水道施設工事
県外業者 シンクエンジニアリング シンク・エンジニアリング株式会社 電気工事
県外業者 シンクエンジニアリング シンク・エンジニアリング株式会社 機械器具設置工事
県外業者 シンクエンジニアリング シンク・エンジニアリング株式会社 電気通信工事
県外業者 シンコウカンキョウソリューション 株式会社神鋼環境ソリューション東北支店 水道施設工事
県外業者 シンセイテクノス 新生テクノス株式会社東北支社 電気工事
県外業者 シンニッポンクウチョウ 新日本空調株式会社青森営業所 管工事
県外業者 シンフォニアエンジニアリング シンフォニアエンジニアリング株式会社東北営業所 電気工事
県外業者 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー株式会社 機械器具設置工事
県外業者 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー株式会社 電気通信工事
県外業者 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー株式会社東北営業所 電気工事
県外業者 シンメイワアクアテクサービス 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 電気工事
県外業者 シンメイワアクアテクサービス 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 管工事
県外業者 シンメイワアクアテクサービス 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 機械器具設置工事
県外業者 シンメイワコウギョウ 新明和工業株式会社流体事業部営業本部東北支店 機械器具設置工事
県外業者 シンリョウレイネツコウギョウ 新菱冷熱工業株式会社東北支社 管工事
県内業者 シンワショウコウ 新和商工株式会社 電気工事
県外業者 スイキテクノス 株式会社水機テクノス盛岡営業所 機械器具設置工事
県外業者 スイキテクノス 株式会社水機テクノス盛岡営業所 水道施設工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 土木一式工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 電気工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 管工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 スイドウキコウ 水道機工株式会社北東北営業所 水道施設工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 電気工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 管工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 スイング 水ｉｎｇ株式会社東北支店 清掃施設工事
県外業者 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 管工事
県外業者 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 石工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 塗装工事
県外業者 セイキトウキュウコウギョウ 世紀東急工業株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 セイコウデンキセイサクショ 株式会社正興電機製作所東北営業所 電気工事
県外業者 セイブケンセツ 西武建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 セイブケンセツ 西武建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 セイブケンセツ 西武建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 セイブケンセツ 西武建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 セイブゾウエン 西武造園株式会社東北営業所 土木一式工事
県外業者 セイブゾウエン 西武造園株式会社東北営業所 造園工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 土木一式工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 電気工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 管工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 鋼構造物工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 塗装工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 機械器具設置工事
県外業者 セイワ 株式会社成和 水道施設工事
県外業者 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム株式会社東北事業所 土木一式工事
県外業者 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム株式会社東北事業所 水道施設工事
県外業者 セキスイカガクコウギョウ 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー東北支店 土木一式工事
県外業者 セキスイカガクコウギョウ 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー東北支店 管工事
県外業者 セキスイカガクコウギョウ 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー東北支店 水道施設工事
県外業者 セコム セコム株式会社 電気工事
県外業者 セコム セコム株式会社 電気通信工事
県外業者 セコム セコム株式会社 消防施設工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 土木一式工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 建築一式工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 舗装工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 内装仕上工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 造園工事
県外業者 ゼニタカグミ 株式会社錢高組東北支店 水道施設工事
県外業者 ダイイチケンセツコウギョウ 第一建設工業株式会社弘前工事所 土木一式工事
県外業者 ダイイチケンセツコウギョウ 第一建設工業株式会社弘前工事所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ダイイチケンセツコウギョウ 第一建設工業株式会社弘前工事所 鋼構造物工事
県外業者 ダイイチコウギョウ 第一工業株式会社青森営業所 管工事
県内業者 ダイオウノウエン 有限会社大王農園 土木一式工事
県内業者 ダイオウノウエン 有限会社大王農園 石工事
県内業者 ダイオウノウエン 有限会社大王農園 造園工事
県外業者 タイキシャ 株式会社大氣社東北支店 管工事
県外業者 ダイコー ダイコー株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 土木一式工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 とび・土工・コンクリート工事
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地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 管工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 鋼構造物工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 舗装工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 水道施設工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 消防施設工事
県内業者 ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 解体工事
県外業者 タイセイ 株式会社タイセイ 土木一式工事
県外業者 タイセイオンチョウ 大成温調株式会社東北支店 電気工事
県外業者 タイセイオンチョウ 大成温調株式会社東北支店 管工事
県外業者 タイセイオンチョウ 大成温調株式会社東北支店 消防施設工事
県外業者 タイセイキコウ 大成機工株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 タイセイキコウ 大成機工株式会社東北支店 管工事
県外業者 タイセイキコウ 大成機工株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 タイセイケンセツ 大成建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 タイセイケンセツ 大成建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 タイセイケンセツ 大成建設株式会社東北支店 電気工事
県外業者 タイセイケンセツ 大成建設株式会社東北支店 管工事
県外業者 タイセイケンセツ 大成建設株式会社東北支店 水道施設工事
県内業者 タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 建築一式工事
県内業者 タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 電気工事
県内業者 タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 管工事
県内業者 タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 機械器具設置工事
県内業者 タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 熱絶縁工事
県内業者 タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 土木一式工事
県内業者 タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 建築一式工事
県内業者 タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 舗装工事
県内業者 タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 機械器具設置工事
県内業者 タイセンカイハツ 大泉開発株式会社 土木一式工事
県内業者 タイセンカイハツ 大泉開発株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タイセンカイハツ 大泉開発株式会社 水道施設工事
県外業者 ダイダン ダイダン株式会社青森営業所 管工事
県外業者 ダイダン ダイダン株式会社青森営業所 消防施設工事
県外業者 ダイドウキコウ 大同機工株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 ダイドウキコウ 大同機工株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 ダイドウキコウ 大同機工株式会社仙台営業所 水道施設工事
県外業者 タイヘイエンジニアリング 株式会社太平エンジニアリング青森営業所 管工事
県外業者 タイヘイデンキ 太平電気株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 タイヘイデンキ 太平電気株式会社青森営業所 消防施設工事
県外業者 ダイホウケンセツ 大豊建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ダイホウケンセツ 大豊建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ダイワデンセツコウギョウ 大和電設工業株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 ダイワデンセツコウギョウ 大和電設工業株式会社青森支店 電気通信工事
県外業者 ダイワリース 大和リース株式会社青森営業所 建築一式工事
県外業者 タカサゴネツガクコウギョウ 高砂熱学工業株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 タカサゴネツガクコウギョウ 高砂熱学工業株式会社青森営業所 管工事
県外業者 タカダキコウ 高田機工株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県内業者 タカハシセイサクショ 株式会社高橋製作所 管工事
県内業者 タカハシセイサクショ 株式会社高橋製作所 鋼構造物工事
県内業者 タカハシセイサクショ 株式会社高橋製作所 機械器具設置工事
県内業者 タカハシデンギョウ 有限会社高橋電業 電気工事
県外業者 タキガミコウギョウ 瀧上工業株式会社仙台営業所 土木一式工事
県外業者 タキガミコウギョウ 瀧上工業株式会社仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 タキガミコウギョウ 瀧上工業株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 タクマ 株式会社タクマ東京支社 管工事
県外業者 タクマ 株式会社タクマ東京支社 機械器具設置工事
県外業者 タクマ 株式会社タクマ東京支社 水道施設工事
県外業者 タクマ 株式会社タクマ東京支社 清掃施設工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 土木一式工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 建築一式工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 大工工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 石工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 屋根工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 管工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 タイル・れんが・ブロック工事
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県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 鋼構造物工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 舗装工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 しゅんせつ工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 塗装工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 内装仕上工事
県内業者 タケウチグミ 株式会社竹内組 水道施設工事
県外業者 タケナカコウムテン 株式会社竹中工務店東北支店 土木一式工事
県外業者 タケナカコウムテン 株式会社竹中工務店東北支店 建築一式工事
県外業者 タケナカコウムテン 株式会社竹中工務店東北支店 電気工事
県外業者 タケナカコウムテン 株式会社竹中工務店東北支店 管工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 土木一式工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 建築一式工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 鋼構造物工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 舗装工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木東北支店 水道施設工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 土木一式工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 建築一式工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 大工工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 左官工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 石工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 屋根工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 管工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 鋼構造物工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 鉄筋工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 舗装工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 板金工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 ガラス工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 塗装工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 防水工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 内装仕上工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 熱絶縁工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 造園工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 建具工事
県内業者 タナカグミ 株式会社田中組 水道施設工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 土木一式工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 建築一式工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 大工工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 左官工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 石工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 屋根工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 管工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 鋼構造物工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 鉄筋工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 舗装工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 しゅんせつ工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 板金工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 ガラス工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 塗装工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 防水工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 内装仕上工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 熱絶縁工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 造園工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 建具工事
県内業者 タナカケンセツ 田中建設株式会社 水道施設工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 土木一式工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 建築一式工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 大工工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 電気工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 鋼構造物工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 舗装工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 しゅんせつ工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 内装仕上工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 造園工事
県内業者 タナブグミ 株式会社田名部組 水道施設工事
県外業者 タンセイシャ 株式会社丹青社 建築一式工事
県外業者 タンセイシャ 株式会社丹青社 内装仕上工事
県内業者 チバセツビコウギョウ 千葉設備工業株式会社 管工事
県内業者 チバセツビコウギョウ 千葉設備工業株式会社 水道施設工事
県内業者 チバセツビコウギョウ 千葉設備工業株式会社 消防施設工事
県外業者 ツウケンデンキコウギョウ 通研電気工業株式会社青森支社 電気工事
県外業者 ツウケンデンキコウギョウ 通研電気工業株式会社青森支社 電気通信工事
県内業者 ツガルサンロード 株式会社津軽サンロード 土木一式工事
県内業者 ツガルサンロード 株式会社津軽サンロード とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ツガルサンロード 株式会社津軽サンロード 舗装工事
県外業者 ツキシマキカイ 月島機械株式会社 鋼構造物工事
県外業者 ツキシマキカイ 月島機械株式会社仙台支店 機械器具設置工事
県外業者 ツキシマキカイ 月島機械株式会社仙台支店 水道施設工事
県外業者 ツキシマテクノメンテサービス 月島テクノメンテサービス株式会社仙台支店 機械器具設置工事
県内業者 ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 土木一式工事
県内業者 ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 管工事
県内業者 ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 さく井工事
県内業者 ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 水道施設工事
県外業者 ティーオーエー ＴＯＡ株式会社 電気通信工事
県外業者 ティーオーエー ＴＯＡ株式会社 消防施設工事
県外業者 ティティケイ 株式会社ＴＴＫ 土木一式工事
県外業者 ティティケイ 株式会社ＴＴＫ 電気工事
県外業者 ティティケイ 株式会社ＴＴＫ 電気通信工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 土木一式工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 建築一式工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 塗装工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 防水工事
県内業者 テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 熱絶縁工事
県外業者 テクノハセ 株式会社テクノ長谷青森営業所 さく井工事
県外業者 テクノリョウワ 株式会社テクノ菱和東北支店 管工事
県外業者 テクノリョウワ 株式会社テクノ菱和東北支店 消防施設工事
県外業者 テッケンケンセツ 鉄建建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 テッケンケンセツ 鉄建建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 テッケンケンセツ 鉄建建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 土木一式工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 石工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 鋼構造物工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 舗装工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 しゅんせつ工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 造園工事
県内業者 テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 水道施設工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 土木一式工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 建築一式工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 管工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 鋼構造物工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 舗装工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 しゅんせつ工事
県内業者 テラシタケンセツ 寺下建設株式会社 水道施設工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 土木一式工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 建築一式工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 電気工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 鋼構造物工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 塗装工事
県外業者 デンキコウギョウ 電気興業株式会社仙台支店 電気通信工事
県外業者 デンギョウシャキカイセイサクショ 株式会社電業社機械製作所東北支店 機械器具設置工事
県外業者 デンギョウシャキカイセイサクショ 株式会社電業社機械製作所東北支店 水道施設工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 建築一式工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 石工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 電気工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 管工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 造園工事
県外業者 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 トウイチコウギョウ 株式会社東一興業 土木一式工事
県外業者 トウイチコウギョウ 株式会社東一興業 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウイチコウギョウ 株式会社東一興業 清掃施設工事
県外業者 トウカイコウカン 東海鋼管株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 トウカイコウカン 東海鋼管株式会社仙台営業所 塗装工事
県外業者 トウカイコウカン 東海鋼管株式会社仙台営業所 水道施設工事
県外業者 トウカイリース 東海リース株式会社仙台支店 建築一式工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 屋根工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 防水工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 トウキュウケンセツ 東急建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 トウキョウサクドウ 東京索道株式会社 機械器具設置工事
県外業者 トウキョウテッコツキョウリョウ 株式会社東京鐵骨橋梁仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 トウコウタカオカ 株式会社東光高岳東北支社 電気工事
県外業者 トウコウタカオカ 株式会社東光高岳東北支社 電気通信工事
県外業者 トウコウテッコウ 東光鉄工株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 トウコウテッコウ 東光鉄工株式会社青森支店 鋼構造物工事
県外業者 トウコウデンキコウジ 東光電気工事株式会社東北支社 電気工事
県内業者 トウサン 株式会社東酸 管工事
県外業者 トウシバ 株式会社東芝東北支社 電気工事
県外業者 トウシバ 株式会社東芝東北支社 機械器具設置工事
県外業者 トウシバ 株式会社東芝東北支社 電気通信工事
県外業者 トウシバ 株式会社東芝東北支社 水道施設工事
県外業者 トウシバエルティーエンジニアリング 東芝エルティーエンジニアリング株式会社東北営業所 電気工事
県外業者 トウシバエレベータ 東芝エレベータ株式会社東北支社 機械器具設置工事
県外業者 トウシバプラントシステム 東芝プラントシステム株式会社東北支社 電気工事
県外業者 トウシバプラントシステム 東芝プラントシステム株式会社東北支社 管工事
県外業者 トウシンエンジニアリング 東伸エンジニアリング株式会社 機械器具設置工事
県外業者 トウシンエンジニアリング 東伸エンジニアリング株式会社 水道施設工事
県外業者 トウシンエンジニアリング 東伸エンジニアリング株式会社 清掃施設工事
県外業者 トウシンコウキ 東新工機株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 トウシンコウキ 東新工機株式会社青森営業所 管工事
県外業者 トウシンコウキ 東新工機株式会社青森営業所 機械器具設置工事
県外業者 トウテク 東テク株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 トウテク 東テク株式会社青森営業所 管工事
県内業者 トウホウデンコウ 東邦電工株式会社 電気工事
県内業者 トウホウデンコウ 東邦電工株式会社 電気通信工事
県内業者 トウホウデンコウ 東邦電工株式会社 消防施設工事
県外業者 トウホクインテリジェントツウシン 東北インテリジェント通信株式会社 電気通信工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 土木一式工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 建築一式工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 屋根工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 管工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 鋼構造物工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 舗装工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 しゅんせつ工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 塗装工事
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県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 防水工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 造園工事
県内業者 トウホクケンセツ 東北建設株式会社 水道施設工事
県内業者 トウホクコクサイシバフ 有限会社東北国際芝生 土木一式工事
県内業者 トウホクコクサイシバフ 有限会社東北国際芝生 造園工事
県外業者 トウホクサンケンサービスコウジ 東北三建サービス工事株式会社 管工事
県外業者 トウホクサンケンサービスコウジ 東北三建サービス工事株式会社 消防施設工事
県外業者 トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 土木一式工事
県外業者 トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 管工事
県外業者 トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 水道施設工事
県外業者 トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 清掃施設工事
県外業者 トウホクブタイコウギョウ 株式会社東北舞台工業 機械器具設置工事
県外業者 トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社 管工事
県外業者 トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社 さく井工事
県外業者 トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社 水道施設工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 大工工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社東北支店 水道施設工事
県内業者 トウヨウデンセツ 株式会社東洋電設 電気工事
県内業者 トウヨウデンセツ 株式会社東洋電設 機械器具設置工事
県内業者 トウワカンコウ 東和管工株式会社 土木一式工事
県内業者 トウワカンコウ 東和管工株式会社 管工事
県内業者 トウワカンコウ 東和管工株式会社 水道施設工事
県内業者 トウワカンコウ 東和管工株式会社 消防施設工事
県外業者 トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 土木一式工事
県外業者 トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 建築一式工事
県外業者 トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 舗装工事
県外業者 トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 造園工事
県外業者 トーケミ 株式会社トーケミ 管工事
県外業者 トーケミ 株式会社トーケミ 機械器具設置工事
県外業者 トーケミ 株式会社トーケミ 水道施設工事
県内業者 トオセイ 株式会社東晴 電気工事
県内業者 トオセイ 株式会社東晴 電気通信工事
県外業者 トータルメディアカイハツケンキュウショ 株式会社トータルメディア開発研究所 建築一式工事
県外業者 トータルメディアカイハツケンキュウショ 株式会社トータルメディア開発研究所 内装仕上工事
県外業者 トキワデンギョウ 常盤電業株式会社青森営業所 電気工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 大工工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 屋根工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 電気工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 管工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 造園工事
県外業者 トダケンセツ 戸田建設株式会社東北支店 水道施設工事
県内業者 トノサキドウロ 株式会社外崎道路 土木一式工事
県内業者 トノサキドウロ 株式会社外崎道路 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 トノサキドウロ 株式会社外崎道路 舗装工事
県内業者 トノサキドウロ 株式会社外崎道路 水道施設工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 土木一式工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 石工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 管工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 鋼構造物工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 舗装工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 しゅんせつ工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 塗装工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 水道施設工事
県内業者 トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 消防施設工事
県外業者 トモエコウギョウ 巴工業株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 トモエコーポレーション 株式会社巴コーポレーション東北支店 建築一式工事
県外業者 トモエコーポレーション 株式会社巴コーポレーション東北支店 鋼構造物工事
県外業者 トラスト 株式会社トラスト東北営業所 管工事
県外業者 トラスト 株式会社トラスト東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 ドリコ ドリコ株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ドリコ ドリコ株式会社東北支店 管工事
県外業者 ドリコ ドリコ株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ドリコ ドリコ株式会社東北支店 さく井工事
県外業者 ドリコ ドリコ株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 トリシマセイサクショ 株式会社酉島製作所仙台支店 電気工事
県外業者 トリシマセイサクショ 株式会社酉島製作所仙台支店 機械器具設置工事
県外業者 トリシマセイサクショ 株式会社酉島製作所仙台支店 水道施設工事
県外業者 ナイトウハウス 株式会社内藤ハウス仙台営業所 建築一式工事
県内業者 ナカタデンコウ 有限会社ナカタ電工 電気工事
県内業者 ナカムラトソウ 有限会社中村塗装 塗装工事
県外業者 ナガワ 株式会社ナガワ仙台支店 建築一式工事
県外業者 ナガワ 株式会社ナガワ仙台支店 大工工事
県外業者 ナショナルエレベーターコウギョウ ナショナルエレベーター工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ナブコシステム ナブコシステム株式会社 土木一式工事
県外業者 ナブコシステム ナブコシステム株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ナブコシステム ナブコシステム株式会社 板金工事
県外業者 ナブコシステム ナブコシステム株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ナブコシステム ナブコシステム株式会社 造園工事
県外業者 ナラサキセイサクショ 株式会社楢崎製作所仙台営業所 鋼構造物工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 土木一式工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 建築一式工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 舗装工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 しゅんせつ工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 塗装工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 内装仕上工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 熱絶縁工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 水道施設工事
県内業者 ニシダグミ 株式会社西田組 解体工事
県外業者 ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境 電気工事
県外業者 ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境東北支店 管工事
県外業者 ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境東北支店 水道施設工事
県外業者 ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境東北支店 清掃施設工事
県外業者 ニシハラネオ 株式会社西原ネオ東北支店 管工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 大工工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 左官工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 屋根工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 管工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 防水工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 ニシマツケンセツ 西松建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 ニシムラセイサクショ 株式会社西村製作所 鋼構造物工事
県外業者 ニチレキ ニチレキ株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニチレキ ニチレキ株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ニッコウツウシン 日興通信株式会社青森支店 電気通信工事
県外業者 ニッシンデンキ 日新電機株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ニッスイサンギョウ 日水産業株式会社関東事業所 土木一式工事
県外業者 ニッスイサンギョウ 日水産業株式会社関東事業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニッスイサンギョウ 日水産業株式会社関東事業所 機械器具設置工事
県外業者 ニッスイサンギョウ 日水産業株式会社関東事業所 水道施設工事
県外業者 ニッセイビルドコウギョウ 日成ビルド工業株式会社青森営業所 建築一式工事
県外業者 ニッタン ニッタン株式会社東北支社 消防施設工事
県外業者 ニットウイシダ 日東イシダ株式会社八戸営業所 機械器具設置工事
県外業者 ニットウツウシン 日東通信株式会社青森支店 電気通信工事
県外業者 ニットクケンセツ 日特建設株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ニットクケンセツ 日特建設株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニットクケンセツ 日特建設株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ニットクケンセツ 日特建設株式会社青森営業所 さく井工事
県外業者 ニットクケンセツ 日特建設株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 ニッポンオーチスエレベータ 日本オーチス・エレベータ株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ニッポンケーブル 日本ケーブル株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ニッポンテットウコウギョウ 日本鉄塔工業株式会社仙台営業所 土木一式工事
県外業者 ニッポンテットウコウギョウ 日本鉄塔工業株式会社仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニッポンテットウコウギョウ 日本鉄塔工業株式会社仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 ニッポンデンキ 日本電気株式会社青森支店 電気通信工事
県外業者 ニッポンデンセツコウギョウ 日本電設工業株式会社青森支社 電気工事
県外業者 ニッポンデンセツコウギョウ 日本電設工業株式会社青森支社 電気通信工事
県外業者 ニッポンピーエス 株式会社日本ピーエス青森営業所 土木一式工事
県外業者 ニッポンピーエス 株式会社日本ピーエス青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニッポンピーエス 株式会社日本ピーエス青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 ニッポンピーエス 株式会社日本ピーエス青森営業所 水道施設工事
県外業者 ニッポンリーテック 日本リーテック株式会社東北ビルインフラ支社 電気工事
県外業者 ニッポンリーテック 日本リーテック株式会社東北ビルインフラ支社 電気通信工事
県外業者 ニホンエレベーターセイゾウ 日本エレベーター製造株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 ニホンクウチョウトウホク 株式会社日本空調東北青森営業所 管工事
県外業者 ニホンゲンリョウ 日本原料株式会社 防水工事
県外業者 ニホンゲンリョウ 日本原料株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ニホンゲンリョウ 日本原料株式会社 水道施設工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 電気工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 管工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 造園工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 さく井工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 建築一式工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 しゅんせつ工事
県外業者 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 ニホンコムテック 日本コムテック株式会社東京支店 建築一式工事
県外業者 ニホンジドウキコウ 日本自動機工株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ニホンジドウキコウ 日本自動機工株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ニホンタイイクシセツ 日本体育施設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ニホンタイイクシセツ 日本体育施設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニホンタイイクシセツ 日本体育施設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 土木一式工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 管工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 さく井工事
県外業者 ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 水道施設工事
県外業者 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業株式会社東北支店 塗装工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ニホンムセン 日本無線株式会社青森営業所 電気通信工事
県外業者 ノウミボウサイ 能美防災株式会社東北支社 電気工事
県外業者 ノウミボウサイ 能美防災株式会社東北支社 機械器具設置工事
県外業者 ノウミボウサイ 能美防災株式会社東北支社 電気通信工事
県外業者 ノウミボウサイ 能美防災株式会社東北支社 消防施設工事
県外業者 ノムラコウゲイシャ 株式会社乃村工藝社 建築一式工事
県外業者 ノムラコウゲイシャ 株式会社乃村工藝社 鋼構造物工事
県外業者 ノムラコウゲイシャ 株式会社乃村工藝社 内装仕上工事
県内業者 ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 土木一式工事
県内業者 ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 建築一式工事
県内業者 ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 鋼構造物工事
県内業者 ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 水道施設工事
県外業者 ハセガワタイイクシセツ 長谷川体育施設株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ハセガワタイイクシセツ 長谷川体育施設株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ハセガワタイイクシセツ 長谷川体育施設株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ハセガワタイイクシセツ 長谷川体育施設株式会社青森営業所 造園工事
県内業者 ハチノヘテッコウショ 株式会社八戸鉄工所 土木一式工事
県内業者 ハチノヘテッコウショ 株式会社八戸鉄工所 建築一式工事
県内業者 ハチノヘテッコウショ 株式会社八戸鉄工所 管工事
県内業者 ハチノヘテッコウショ 株式会社八戸鉄工所 鋼構造物工事
県内業者 ハチノヘテッコウショ 株式会社八戸鉄工所 機械器具設置工事
県外業者 パナソニックイーエスエンジニアリング パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 電気工事
県外業者 パナソニックイーエスエンジニアリング パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 電気通信工事
県外業者 パナソニックシステムネットワークス パナソニックシステムネットワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー東北社 電気工事
県外業者 パナソニックシステムネットワークス パナソニックシステムネットワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー東北社 電気通信工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 土木一式工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 建築一式工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 大工工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 石工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 屋根工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 電気工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 管工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 舗装工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 しゅんせつ工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 塗装工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 防水工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 内装仕上工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 造園工事
県外業者 ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱青森営業所 水道施設工事
県内業者 ヒガシニッポンライナー 東日本ライナー株式会社 土木一式工事
県内業者 ヒガシニッポンライナー 東日本ライナー株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ヒガシニッポンライナー 東日本ライナー株式会社 舗装工事
県内業者 ヒガシニッポンライナー 東日本ライナー株式会社 塗装工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 塗装工事
県外業者 ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 ヒガシニホンデンシンデンワ 東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス営業推進本部 電気通信工事
県外業者 ヒタチコクサイデンキ 株式会社日立国際電気東北支社 電気通信工事
県外業者 ヒタチシステムズ 株式会社日立システムズ東北支社 電気工事
県外業者 ヒタチシステムズ 株式会社日立システムズ東北支社 管工事
県外業者 ヒタチシステムズ 株式会社日立システムズ東北支社 内装仕上工事
県外業者 ヒタチシステムズ 株式会社日立システムズ東北支社 電気通信工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 土木一式工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 電気工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 管工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 鋼構造物工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 機械器具設置工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 電気通信工事
県外業者 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所東北支社 水道施設工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ヒタチビルシステム 株式会社日立ビルシステム東北支社 電気工事
県外業者 ヒタチビルシステム 株式会社日立ビルシステム東北支社 管工事
県外業者 ヒタチビルシステム 株式会社日立ビルシステム東北支社 機械器具設置工事
県外業者 ヒタチプラントサービス 株式会社日立プラントサービス東北支店 電気工事
県外業者 ヒタチプラントサービス 株式会社日立プラントサービス東北支店 管工事
県外業者 ヒタチプラントサービス 株式会社日立プラントサービス東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ヒタチプラントサービス 株式会社日立プラントサービス東北支店 水道施設工事
県外業者 ヒタチプラントメカニクス 株式会社日立プラントメカニクス東日本統括営業部 機械器具設置工事
県外業者 ヒビヤソウゴウセツビ 日比谷総合設備株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ヒビヤソウゴウセツビ 日比谷総合設備株式会社東北支店 管工事
県内業者 フクシマグミ 株式会社福島組 土木一式工事
県内業者 フクシマグミ 株式会社福島組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 フクシマグミ 株式会社福島組 舗装工事
県内業者 フクシマグミ 株式会社福島組 しゅんせつ工事
県内業者 フクシマグミ 株式会社福島組 水道施設工事
県外業者 フクダグミ 株式会社福田組東北支店 土木一式工事
県外業者 フクダグミ 株式会社福田組東北支店 建築一式工事
県外業者 フクダグミ 株式会社福田組東北支店 水道施設工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 土木一式工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 石工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 鋼構造物工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 舗装工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 塗装工事
県外業者 フクダドウロ 福田道路株式会社弘前営業所 水道施設工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 土木一式工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 建築一式工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 大工工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 左官工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 石工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 屋根工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 電気工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 管工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 鋼構造物工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 鉄筋工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 舗装工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 しゅんせつ工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 板金工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 ガラス工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 塗装工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 防水工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 内装仕上工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 熱絶縁工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 造園工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 建具工事
県内業者 フクマングミ 株式会社福萬組 水道施設工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 土木一式工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 管工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 鉄筋工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 舗装工事
県内業者 フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 水道施設工事
県外業者 フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 建築一式工事
県外業者 フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 電気工事
県外業者 フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 管工事
県外業者 フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 フジコウギョウ 富士工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 フジゾウエンケンセツ 藤造園建設株式会社 石工事
県外業者 フジゾウエンケンセツ 藤造園建設株式会社 造園工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 土木一式工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 建築一式工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 大工工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 左官工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 石工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 屋根工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 電気工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 管工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 鋼構造物工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 鉄筋工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 舗装工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 板金工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 ガラス工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 塗装工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 防水工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 内装仕上工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 熱絶縁工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 建具工事
県外業者 フジタ 株式会社フジタ東北支店 水道施設工事
県内業者 フジタゾウエン 藤田造園 土木一式工事
県内業者 フジタゾウエン 藤田造園 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 フジタゾウエン 藤田造園 造園工事
県外業者 フジツウ 富士通株式会社青森支店 電気通信工事
県外業者 フジツウエフサス 株式会社富士通エフサス東北支社 電気通信工事
県外業者 フジツウゼネラル 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 電気通信工事
県外業者 フジツウネットワークソリューションズ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社東北支店 電気工事
県外業者 フジツウネットワークソリューションズ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社東北支店 電気通信工事
県外業者 フジテック フジテック株式会社北日本支社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 フジデンキ 富士電機株式会社東北支社 電気工事
県外業者 フジデンキ 富士電機株式会社東北支社 機械器具設置工事
県外業者 フジデンキ 富士電機株式会社東北支社 電気通信工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 土木一式工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 建築一式工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 舗装工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 塗装工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 防水工事
県内業者 フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 熱絶縁工事
県外業者 フジフルカワイーアンドシー 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社東日本支社 電気工事
県外業者 フジフルカワイーアンドシー 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社東日本支社 管工事
県内業者 フジモトケンセツ 株式会社藤本建設 土木一式工事
県内業者 フジモトケンセツ 株式会社藤本建設 建築一式工事
県内業者 フジモトケンセツ 株式会社藤本建設 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 土木一式工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 建築一式工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 電気工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 管工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 鋼構造物工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 機械器具設置工事
県外業者 フソウ 株式会社フソウ東北支店 水道施設工事
県外業者 フソウデンツウ 扶桑電通株式会社青森営業所 電気通信工事
県外業者 フドウテトラ 株式会社不動テトラ東北支店 土木一式工事
県外業者 フドウテトラ 株式会社不動テトラ東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 建築一式工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 管工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 板金工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 造園工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 清掃施設工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 電気工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 塗装工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 フルテック フルテック株式会社青森支店 建具工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ブンメイシャッター 株式会社文明シャッター 建具工事
県外業者 ベルテクノ 株式会社ベルテクノ 水道施設工事
県外業者 ホーチキ ホーチキ株式会社 電気工事
県外業者 ホーチキ ホーチキ株式会社 電気通信工事
県外業者 ホーチキ ホーチキ株式会社 消防施設工事
県内業者 ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 土木一式工事
県内業者 ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 電気工事
県内業者 ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 管工事
県内業者 ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 水道施設工事
県内業者 ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 消防施設工事
県内業者 ホクオウセツビ 株式会社北奧設備 管工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 土木一式工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 建築一式工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 大工工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 左官工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 石工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 屋根工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 鋼構造物工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 舗装工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 しゅんせつ工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 板金工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 塗装工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 防水工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 内装仕上工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 建具工事
県内業者 ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 水道施設工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ 土木一式工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ 建築一式工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ 鋼構造物工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ 舗装工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ しゅんせつ工事
県内業者 ホリエイ 株式会社ホリエイ 水道施設工事
県外業者 マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 建築一式工事
県外業者 マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 電気工事
県外業者 マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 管工事
県外業者 マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 機械器具設置工事
県外業者 マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 熱絶縁工事
県外業者 マエザワエンジニアリングサービス 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 鋼構造物工事
県外業者 マエザワエンジニアリングサービス 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 マエザワエンジニアリングサービス 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 水道施設工事
県外業者 マエザワコウギョウ 前澤工業株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 マエザワコウギョウ 前澤工業株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 マエダケンセツコウギョウ 前田建設工業株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 マエダケンセツコウギョウ 前田建設工業株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 マエタセイカン 前田製管株式会社青森支店 土木一式工事
県外業者 マエタセイカン 前田製管株式会社青森支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 マツイケンセツ 松井建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 マツイケンセツ 松井建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 マツムラデンキセイサクショ 株式会社松村電機製作所東北支店 電気工事
県外業者 マリンテクノサービス 株式会社マリンテクノサービス 電気工事
県外業者 マリンテクノサービス 株式会社マリンテクノサービス 電気通信工事
県内業者 マルイジュウキケンセツ 丸井重機建設株式会社 土木一式工事
県内業者 マルイジュウキケンセツ 丸井重機建設株式会社 建築一式工事
県内業者 マルイジュウキケンセツ 丸井重機建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 マルイジュウキケンセツ 丸井重機建設株式会社 舗装工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 土木一式工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 建築一式工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 石工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 舗装工事
県内業者 マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 しゅんせつ工事
県内業者 マルキサイトウグミ 丸喜株式会社齋藤組 建築一式工事
県外業者 マルシマサンギョウ 丸島産業株式会社 鋼構造物工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 マルシマサンギョウ 丸島産業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 マルシマサンギョウ 丸島産業株式会社 水道施設工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 土木一式工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 建築一式工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 石工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 管工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 鋼構造物工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 舗装工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 しゅんせつ工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 造園工事
県内業者 マルジュウグミ 株式会社丸重組 水道施設工事
県外業者 マルゼン 株式会社マルゼン東北営業所 管工事
県外業者 マルモデンキ 丸茂電機株式会社仙台営業所 電気工事
県内業者 ミウラグミ 株式会社三浦組 土木一式工事
県内業者 ミウラグミ 株式会社三浦組 建築一式工事
県内業者 ミウラグミ 株式会社三浦組 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ミウラグミ 株式会社三浦組 管工事
県外業者 ミサワカンキョウギジュツ ミサワ環境技術株式会社 管工事
県外業者 ミサワカンキョウギジュツ ミサワ環境技術株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ミサワカンキョウギジュツ ミサワ環境技術株式会社 さく井工事
県外業者 ミサワホーム ミサワホーム株式会社 土木一式工事
県外業者 ミサワホーム ミサワホーム株式会社 建築一式工事
県内業者 ミゾグチデンキ 株式会社溝口電気 電気工事
県内業者 ミゾグチデンキ 株式会社溝口電気 電気通信工事
県内業者 ミゾグチデンキ 株式会社溝口電気 消防施設工事
県外業者 ミゾタ 株式会社ミゾタ 電気工事
県外業者 ミゾタ 株式会社ミゾタ仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 ミゾタ 株式会社ミゾタ仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 ミゾタ 株式会社ミゾタ仙台営業所 水道施設工事
県外業者 ミチノククボタ 株式会社みちのくクボタ青森事業所 建築一式工事
県外業者 ミチノククボタ 株式会社みちのくクボタ青森事業所 機械器具設置工事
県外業者 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 ミツビシカコウキ 三菱化工機株式会社東北営業所 機械器具設置工事
県外業者 ミツビシカコウキ 三菱化工機株式会社東北営業所 清掃施設工事
県外業者 ミツビシジュウコウレイネツ 三菱重工冷熱株式会社北日本支社 管工事
県外業者 ミツビシデンキ 三菱電機株式会社東北支社 電気工事
県外業者 ミツビシデンキ 三菱電機株式会社東北支社 機械器具設置工事
県外業者 ミツビシデンキ 三菱電機株式会社東北支社 電気通信工事
県外業者 ミツビシデンキビルテクノサービス 三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社 電気工事
県外業者 ミツビシデンキビルテクノサービス 三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社 管工事
県外業者 ミツビシデンキビルテクノサービス 三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社 機械器具設置工事
県外業者 ミツビシデンキプラントエンジニアリング 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 電気工事
県外業者 ミツビシデンキプラントエンジニアリング 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 電気通信工事
県外業者 ミツビシマテリアルテクノ 三菱マテリアルテクノ株式会社秋田支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ミツビシマテリアルテクノ 三菱マテリアルテクノ株式会社秋田支店 電気工事
県外業者 ミツビシマテリアルテクノ 三菱マテリアルテクノ株式会社秋田支店 管工事
県外業者 ミツビシマテリアルテクノ 三菱マテリアルテクノ株式会社秋田支店 機械器具設置工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 土木一式工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 建築一式工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 石工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 舗装工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 造園工事
県内業者 ミドリ 株式会社みどり 水道施設工事
県外業者 ミナト 株式会社みなと 土木一式工事
県外業者 ミナト 株式会社みなと 建築一式工事
県外業者 ミナト 株式会社みなと とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ミヤギヤンマー 宮城ヤンマー株式会社盛岡営業所 電気工事
県外業者 ミヤモトコウギョウショ 株式会社宮本工業所 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ミヤモトコウギョウショ 株式会社宮本工業所 機械器具設置工事
県外業者 ミライト 株式会社ミライト東北支店 土木一式工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ミライト 株式会社ミライト東北支店 電気工事
県外業者 ミライト 株式会社ミライト東北支店 電気通信工事
県外業者 ミワデンキコウギョウ 美和電気工業株式会社青森営業所 電気工事
県内業者 ミワデンコウ 株式会社ミワ電工 電気工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 内装仕上工事
県外業者 ムラモトケンセツ 村本建設株式会社東北支店 水道施設工事
県外業者 メイセイデンキ 明星電気株式会社東北支店 電気通信工事
県外業者 メイデンエンジニアリング 株式会社明電エンジニアリング盛岡営業所 電気工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎 建築一式工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎 管工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎東北支店 土木一式工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎東北支店 電気工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎東北支店 機械器具設置工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎東北支店 電気通信工事
県外業者 メイデンシャ 株式会社明電舎東北支店 水道施設工事
県外業者 メタウォーター メタウォーター株式会社東北営業部 電気工事
県外業者 メタウォーター メタウォーター株式会社東北営業部 機械器具設置工事
県外業者 メタウォーター メタウォーター株式会社東北営業部 電気通信工事
県外業者 メタウォーター メタウォーター株式会社東北営業部 水道施設工事
県外業者 メタウォーター メタウォーター株式会社東北営業部 清掃施設工事
県外業者 モリタニショウカイ 株式会社守谷商会東北支店 電気工事
県外業者 モリタニショウカイ 株式会社守谷商会東北支店 管工事
県外業者 モリタニショウカイ 株式会社守谷商会東北支店 機械器具設置工事
県外業者 モリヘイブタイキコウ 森平舞台機構株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 電気工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 鋼構造物工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 塗装工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 電気通信工事
県外業者 ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 造園工事
県外業者 ヤスカワデンキ 株式会社安川電機東北営業所 電気工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 土木一式工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 建築一式工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 鋼構造物工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 塗装工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 水道施設工事
県外業者 ヤマオカコウギョウ 山岡工業株式会社 土木一式工事
県外業者 ヤマオカコウギョウ 山岡工業株式会社 管工事
県外業者 ヤマオカコウギョウ 山岡工業株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ヤマオカコウギョウ 山岡工業株式会社 水道施設工事
県内業者 ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 土木一式工事
県内業者 ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 管工事
県内業者 ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 水道施設工事
県内業者 ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 消防施設工事
県内業者 ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 土木一式工事
県内業者 ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 舗装工事
県内業者 ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 造園工事
県内業者 ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 水道施設工事
県内業者 ヤマダイキデン 山大機電株式会社 電気工事
県内業者 ヤマダイキデン 山大機電株式会社 管工事
県内業者 ヤマダイキデン 山大機電株式会社 機械器具設置工事
県内業者 ヤマダイキデン 山大機電株式会社 電気通信工事
県内業者 ヤマダイキデン 山大機電株式会社 水道施設工事
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 土木一式工事
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 電気工事
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 管工事



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市外工事
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ヤマト 株式会社ヤマト東北支店 水道施設工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 土木一式工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 管工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 舗装工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 しゅんせつ工事
県内業者 ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 水道施設工事
県外業者 ヤマハサウンドシステム ヤマハサウンドシステム株式会社仙台営業所 電気通信工事
県外業者 ヤンマーエネルギーシステム ヤンマーエネルギーシステム株式会社青森営業所 機械器具設置工事
県外業者 ヨウコウケンセツ 陽光建設株式会社 土木一式工事
県外業者 ヨウコウケンセツ 陽光建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ヨウデンシャ 株式会社洋電社 電気工事
県内業者 ヨウデンシャ 株式会社洋電社 電気通信工事
県外業者 ヨコガワソリューションサービス 横河ソリューションサービス株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ヨコガワソリューションサービス 横河ソリューションサービス株式会社東北支店 機械器具設置工事
県外業者 ヨコガワソリューションサービス 横河ソリューションサービス株式会社東北支店 電気通信工事
県外業者 ヨコガワブリッジ 株式会社横河ブリッジ仙台営業所 土木一式工事
県外業者 ヨコガワブリッジ 株式会社横河ブリッジ仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ヨコガワブリッジ 株式会社横河ブリッジ仙台営業所 鋼構造物工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 土木一式工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 石工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 鋼構造物工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 舗装工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 塗装工事
県外業者 ライトコウギョウ ライト工業株式会社青森営業所 水道施設工事
県外業者 リスイカガク 理水化学株式会社 管工事
県外業者 リスイカガク 理水化学株式会社仙台支店 土木一式工事
県外業者 リスイカガク 理水化学株式会社仙台支店 電気工事
県外業者 リスイカガク 理水化学株式会社仙台支店 機械器具設置工事
県外業者 リスイカガク 理水化学株式会社仙台支店 水道施設工事
県外業者 リョウコウリフトトウホク 菱光リフト東北株式会社 機械器具設置工事
県外業者 ロケン 株式会社炉研 タイル・れんが・ブロック工事
県外業者 ロケン 株式会社炉研 機械器具設置工事
県外業者 ロッコウデンキ 六興電気株式会社東北支店 電気工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社 電気工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社 管工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社 造園工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 土木一式工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 建築一式工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 とび・土工・コンクリート工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 石工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 鋼構造物工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 舗装工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 しゅんせつ工事
県外業者 ワカチクケンセツ 若築建設株式会社東北支店 水道施設工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 土木一式工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 建築一式工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 とび・土工・コンクリート工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 管工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 鋼構造物工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 舗装工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 しゅんせつ工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 塗装工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 造園工事
県内業者 ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 水道施設工事
県外業者 ワセダギケン ワセダ技研株式会社仙台営業所 機械器具設置工事
県外業者 ワセダギケン ワセダ技研株式会社仙台営業所 水道施設工事


