
平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市内物品・役務
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名

市内業者 ｱｰｽｴｺ アース・エコ 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｱｰｽｴｺ アース・エコ ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 広告代理
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 イベント企画・運営
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 会場設営・撤去
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 その他広告イベント
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 懸垂幕
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 広告用品
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 看板
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 その他特殊印刷
市内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社アール・エー・ビーサービス　弘前支店 その他コンピュータ
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 建物一般清掃
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 建築物等警備（人
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 ボイラー熱管理
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 その他建物管理設備
市内業者 ｱｲｴｽﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 有限会社アイエス建物管理 屋根雪下ろし
市内業者 ｱｲｼｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社アイ・シーメディカル 医療用機械器具
市内業者 ｱｲｼｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社アイ・シーメディカル 医療品
市内業者 ｱｲｼｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社アイ・シーメディカル 介護用機器・用品
市内業者 ｱｲｼｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社アイ・シーメディカル 光学機器
市内業者 ｱｲｼｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社アイ・シーメディカル 医療衣
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 広告代理
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー イベント企画・運営
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 会場設営・撤去
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー その他広告イベント
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー その他賃貸借
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 音響機器
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 電気器具用消耗品
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー その他（物品）
市内業者 ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社アイ・ティー・ビー 広告用品
市内業者 ｱｲﾌﾞｯｸ アイブック 書籍
市内業者 ｱｲﾍﾞｯｸｽ 有限会社アイベックス 建築物等警備（人
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス パーソナルコン
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス 光学機器
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス 電気器具
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス 音響機器
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス 医療品
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス 医療用機械器具
市内業者 ｱｲﾝｽ 有限会社アインス その他（物品）
市内業者 ｱｵｷﾞﾝﾘｰｽ あおぎんリース株式会社　弘前支店 事務用機器賃貸借
市内業者 ｱｵｷﾞﾝﾘｰｽ あおぎんリース株式会社　弘前支店 福祉機器賃貸借
市内業者 ｱｵｷﾞﾝﾘｰｽ あおぎんリース株式会社　弘前支店 仮設材賃貸借
市内業者 ｱｵｷﾞﾝﾘｰｽ あおぎんリース株式会社　弘前支店 車輌賃貸借
市内業者 ｱｵｷﾞﾝﾘｰｽ あおぎんリース株式会社　弘前支店 その他賃貸借
市内業者 ｱｵﾓﾘｱｻﾋﾎｳｿｳ 青森朝日放送株式会社　弘前支社 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｵﾓﾘｱｻﾋﾎｳｿｳ 青森朝日放送株式会社　弘前支社 イベント企画・運営
市内業者 ｱｵﾓﾘｱｻﾋﾎｳｿｳ 青森朝日放送株式会社　弘前支社 広告代理
市内業者 ｱｵﾓﾘｱｻﾋﾎｳｿｳ 青森朝日放送株式会社　弘前支社 その他広告イベント
市内業者 ｱｵﾓﾘｱｻﾋﾎｳｿｳ 青森朝日放送株式会社　弘前支社 会場設営・撤去
市内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳｻﾞｲｼｬ 青森教材社 一般教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳｻﾞｲｼｬ 青森教材社 視聴覚教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳｻﾞｲｼｬ 青森教材社 理化学教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｸﾘｰﾝﾁｰﾑ 有限会社青森クリーンチーム 一般廃棄物収集運
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市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｴｺﾘｻｲｸﾙｼﾞｷﾞｮｳ 青森県エコ・リサイクル事業協同組合 その他建物管理設備
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｴｺﾘｻｲｸﾙｼﾞｷﾞｮｳ 青森県エコ・リサイクル事業協同組合 古物全般買取り
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｴｺﾘｻｲｸﾙｼﾞｷﾞｮｳ 青森県エコ・リサイクル事業協同組合 その他（役務）
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｴｺﾘｻｲｸﾙｼﾞｷﾞｮｳ 青森県エコ・リサイクル事業協同組合 包装資材
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 ギフト用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 木工製品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 家具・室内装飾
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 食器・調理用品類
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 貴金属
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 印章
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 日用雑貨
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｼｯｷｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 青森県漆器協同組合連合会 菓子類、餅
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 一般教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 視聴覚教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 理化学教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 保育教材
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 電気器具
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 スチール製品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 その他（物品）
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 書籍
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 パーソナルコン
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 その他衣料
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 スポーツ用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 清掃用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 テント
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 楽器
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 音響機器
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 食器・調理用品類
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 日用大工用具
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 その他コンピュータ
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 介護用機器・用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 プール用薬品
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 光学機器
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 保安用品・用具
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 帽子
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｼｮｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ 青森県図書教育用品株式会社 電動工具類
市内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾖﾎﾞｳｲｶﾞｸｷｮｳｶｲ 一般財団法人青森県予防医学協会 その他（役務）
市内業者 ｱｵﾓﾘｽｽﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ弘前高崎 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘｽｽﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ弘前高崎 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｱｵﾓﾘｽｽﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ弘前高崎 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森スバル自動車株式会社　弘前城東店 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森スバル自動車株式会社　弘前城東店 車輌買取り
市内業者 ｱｵﾓﾘｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森スバル自動車株式会社　弘前城東店 車輌賃貸借
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 株式会社あおもり総合管理 建築物等警備（人
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 株式会社あおもり総合管理 建物一般清掃
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 建築物等警備（機
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 建築物等警備（人
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 その他賃貸借
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 医療用機械器具
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 消防用設備保守点
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 防火対象物点検
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 消防用器具類
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 保安用品・用具
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 光学機器
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 電気機械
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 引越・貨物運送
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市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 通信機器
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 電気器具
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 電気器具用消耗品
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 保険代理
市内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 その他機械器具
市内業者 ｱｵﾓﾘﾀﾞｲﾊﾂﾓｰﾀｰｽ 株式会社青森ダイハツモータース　弘前神田店 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 電算処理
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 システム開発
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 システム保守点検
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 その他コンピュータ
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 機器保守点検
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 医療事務
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 労働力派遣
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 事務用機器賃貸借
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 フォーム用紙
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 通信機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 光学機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 電気器具
市内業者 ｱｵﾓﾘﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森電子計算センター　弘前営業所 電気機械
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 擬装・架装
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾍﾟｯﾄ 青森トヨペット株式会社　弘前堅田店 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾍﾟｯﾄ 青森トヨペット株式会社　弘前堅田店 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾍﾟｯﾄ 青森トヨペット株式会社　弘前堅田店 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾍﾟｯﾄ 青森トヨペット株式会社　弘前堅田店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｱｵﾓﾘﾄﾖﾍﾟｯﾄ 青森トヨペット株式会社　弘前堅田店 車輌買取り
市内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社　弘前営業所 防火対象物点検
市内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ｱｵﾓﾘﾊﾟﾈﾙ 有限会社アオモリパネル 木材
市内業者 ｱｵﾓﾘﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森日野自動車株式会社　弘前営業所 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森日野自動車株式会社　弘前営業所 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森日野自動車株式会社　弘前営業所 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｵﾓﾘﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 青森日野自動車株式会社　弘前営業所 車輌買取り
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｳｿｳ 青森放送株式会社　弘前支社 その他広告イベント
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｳｿｳ 青森放送株式会社　弘前支社 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｳｿｳ 青森放送株式会社　弘前支社 イベント企画・運営
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｳｿｳ 青森放送株式会社　弘前支社 広告代理
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 防火対象物点検
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 電気器具
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 音響機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾎｰﾁｷ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 通信機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱自動車販売株式会社　弘前店 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱自動車販売株式会社　弘前店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱自動車販売株式会社　弘前店 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱自動車販売株式会社　弘前店 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱自動車販売株式会社　弘前店 車輌賃貸借
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 電気機械
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 通信機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 医療用機械器具
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市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 電気器具
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 電気器具用消耗品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 光学機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 システム開発
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 システム保守点検
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 音響機器
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 パーソナルコン
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱ふそう自動車販売株式会社　弘前駐在所 自動車
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱ふそう自動車販売株式会社　弘前駐在所 自動車用品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱ふそう自動車販売株式会社　弘前駐在所 擬装・架装
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱ふそう自動車販売株式会社　弘前駐在所 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　弘前支店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　弘前支店 スチール製品
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　弘前支店 引越・貨物運送
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　弘前支店 学校給食運搬
市内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　弘前支店 その他運送関連
市内業者 ｱｵﾓﾘﾔｸﾙﾄﾊﾝﾊﾞｲ 青森ヤクルト販売株式会社　弘前営業所 牛乳、乳製品、
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 事務用品
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 スチール製品
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 各種事務機器
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 複写機用紙
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 印刷用紙類
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 一般教材
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 理化学教材
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 視聴覚教材
市内業者 ｱｶｲｼｷｮｳｻﾞｲｼｬ 赤石教材社 書籍
市内業者 ｱｶｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ 有限会社赤川商事 車輌買取り
市内業者 ｱｶｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ 有限会社赤川商事 金属屑買取り
市内業者 ｱｶｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ 有限会社赤川商事 古物全般買取り
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 農業用車輌
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 農業用機械器具
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 軽除雪機
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 農業用資材・造園資
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 電動工具類
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 電気機械
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 自動車用品
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 特殊車輌
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 保安用品・用具
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 その他機械器具
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 農薬・肥料
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 日用大工用具
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 車輌買取り
市内業者 ｱｶﾋﾗﾉｳｷｼｮｳｶｲ 有限会社赤平農機商会　弘前支店 古物全般買取り
市内業者 ｱｷﾓﾄｾｲﾒﾝ 株式会社アキモト製麺 麺類
市内業者 ｱｻﾉﾃﾞﾝｿｳ 有限会社アサノ電装 自動車用品
市内業者 ｱｻﾉﾃﾞﾝｿｳ 有限会社アサノ電装 車輌整備、修繕
市内業者 ｱｻﾉﾃﾞﾝｿｳ 有限会社アサノ電装 その他（物品）
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 活版・オフセット印刷
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 軽印刷
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 その他特殊印刷
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 広告用品
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 広告代理
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 その他広告イベント
市内業者 ｱｻﾋｲﾝｻﾂ 有限会社アサヒ印刷 事務用品
市内業者 ｱｻﾋｹﾝｾﾂ アサヒ建設株式会社 車輌買取り
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市内業者 ｱｻﾋｹﾝｾﾂ アサヒ建設株式会社 古物全般買取り
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 イベント企画・運営
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 その他建物管理設備
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 会場設営・撤去
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 舞台機器操作
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 広告代理
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 その他広告イベント
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 看板
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 その他特殊印刷
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 世論調査・市場調査
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 懸垂幕
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 広告用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 選挙用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 ギフト用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 通信機器
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 音響機器
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 水道施設維持管理
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 構内除排雪
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 計画策定
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 その他調査及び研究
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｳｪｰﾌﾞ アップルウェーブ株式会社 労働力派遣
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 広告代理
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ イベント企画・運営
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 会場設営・撤去
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 舞台機器操作
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ その他広告イベント
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 看板
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ その他特殊印刷
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ その他建物管理設備
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 世論調査・市場調査
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 懸垂幕
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 広告用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 選挙用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ ギフト用品
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 通信機器
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 音響機器
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 水道施設維持管理
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 構内除排雪
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 計画策定
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ その他調査及び研究
市内業者 ｱｯﾌﾟﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社アップルコミュニケーションズ 労働力派遣
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 建物一般清掃
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 労働力派遣
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 保険代理
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 建築物環境衛生管
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 電話交換
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 世論調査・市場調査
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 空調ダクト清掃
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 清掃用品
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 屋根雪下ろし
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 日用雑貨
市内業者 ｱﾄﾗｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 株式会社アトラスプランニング 家具・室内装飾
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 石油製品
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 プロパンガス
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 自動車用品
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 ストーブ
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市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 厨房機器
市内業者 ｱﾌﾞﾗﾂﾁﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社アブラ土谷商店 ストーブ分解掃除
市内業者 ｱﾍﾞﾌﾛｰﾘｽﾄ あべフローリスト 生花・植木
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 看板
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 懸垂幕
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 その他（物品）
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 シート
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 イベント企画・運営
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 会場設営・撤去
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 広告代理
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 その他広告イベント
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 テント
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 木工製品
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 選挙用品
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 広告用品
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 ギフト用品
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｱﾙﾌｧﾔﾁﾅｶ 有限会社あるふぁ萢中 家具・室内装飾
市内業者 ｱﾝｾﾞﾝﾄｳﾕｻｰﾋﾞｽ 安全灯油サービス 石油製品
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 看板
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 懸垂幕
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 広告用品
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 選挙用品
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 その他特殊印刷
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 会場設営・撤去
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 木工製品
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 屋根雪下ろし
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 その他広告イベント
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 イベント企画・運営
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 シート
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 テント
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 広告代理
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 スチール製品
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 木材
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 道路標識・視線誘導
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 家具・室内装飾
市内業者 ｲｼｵｶｶﾝﾊﾞﾝ 株式会社石岡看板 塗料
市内業者 ｲｼｵｶﾌﾞﾛｯｸ 有限会社石岡ブロック 構内除排雪
市内業者 ｲｼｵｶﾌﾞﾛｯｸ 有限会社石岡ブロック 屋根雪下ろし
市内業者 ｲｼｶﾜﾊﾑ 石川ハム 精肉、食肉加工
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 看板
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 道路標識・視線誘導
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 会場設営・撤去
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 その他広告イベント
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 懸垂幕
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 テント
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 木工製品
市内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社石沢工業 シート
市内業者 ｲｼﾀﾞｲﾋﾛｻｷｼｮｳｶｲ 有限会社石大弘前商会 車輌整備、修繕
市内業者 ｲｼﾀﾞｲﾋﾛｻｷｼｮｳｶｲ 有限会社石大弘前商会 保険代理
市内業者 ｲｼﾀﾞｲﾋﾛｻｷｼｮｳｶｲ 有限会社石大弘前商会 自動車用品
市内業者 ｲｼﾀﾞｲﾋﾛｻｷｼｮｳｶｲ 有限会社石大弘前商会 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｲｼﾀﾞｲﾋﾛｻｷｼｮｳｶｲ 有限会社石大弘前商会 自動車
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市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 その他（役務）
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 構内除排雪
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 屋根雪下ろし
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 遊具保守点検
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 産業廃棄物収集運
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 労働力派遣
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 家具・室内装飾
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 木材
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 仮設材
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 その他原材料
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 縄
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 保育教材
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 看板
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 畳、上敷
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 保安用品・用具
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 厨房機器
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 塗料
市内業者 ｲｼﾄﾖｹﾝｾﾂ 株式会社石豊建設 日用大工用具
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 自動車
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 特殊車輌
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 自動車用品
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 擬装・架装
市内業者 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ いすゞ自動車東北株式会社　青森支社弘前支店 車輌整備、修繕
市内業者 ｲｾｷﾄｳﾎｸ 株式会社ヰセキ東北　弘前営業所 農業用車輌
市内業者 ｲｾｷﾄｳﾎｸ 株式会社ヰセキ東北　弘前営業所 農業用機械器具
市内業者 ｲｾｷﾄｳﾎｸ 株式会社ヰセキ東北　弘前営業所 軽除雪機
市内業者 ｲﾉﾏﾀｹﾝｾﾂ 猪股建設株式会社 構内除排雪
市内業者 ｲﾉﾏﾀｹﾝｾﾂ 猪股建設株式会社 屋根雪下ろし
市内業者 ｲﾉﾏﾀｹﾝｾﾂ 猪股建設株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ｲﾉﾏﾀｹﾝｾﾂ 猪股建設株式会社 車輌買取り
市内業者 ｲﾜｷｶﾞｽｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 岩木ガス協業組合 プロパンガス
市内業者 ｲﾜｷｶﾞｽｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 岩木ガス協業組合 その他機械器具
市内業者 ｲﾜｷｶﾞｽｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 岩木ガス協業組合 ガス設備保守点検
市内業者 ｲﾜｷｶﾞｽｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 岩木ガス協業組合 ストーブ
市内業者 ｲﾜｷｶﾞｽｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 岩木ガス協業組合 ストーブ分解掃除
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 浄化槽清掃
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 浄化槽保守点検
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 一般廃棄物収集運
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター し尿収集運搬
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 産業廃棄物収集運
市内業者 ｲﾜｷｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 有限会社岩木浄化センター 汚水処理施設維持
市内業者 ｲﾜｷｿﾞｳｴﾝ 岩木造園 その他（物品）
市内業者 ｲﾜｷｿﾞｳｴﾝ 岩木造園 植栽管理
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 浄化槽清掃
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 浄化槽保守点検
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 一般廃棄物収集運
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 し尿収集運搬
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳｴｲｾｲｼｬ 岩木中央衛生社 汚水処理施設維持
市内業者 ｲﾝﾃﾘｱｷｶｸﾀﾝﾄﾞ インテリア企画タンド 家具・室内装飾
市内業者 ｲﾝﾃﾘｱｷｶｸﾀﾝﾄﾞ インテリア企画タンド 木工製品
市内業者 ｲﾝﾃﾘｱｷｶｸﾀﾝﾄﾞ インテリア企画タンド 清掃用品
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 産業廃棄物収集運
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 特管産業廃棄物収
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 引越・貨物運送
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市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 学校給食運搬
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート その他運送関連
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 車輌買取り
市内業者 ｳｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 有限会社ウィングトランスポート 構内除排雪
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス その他コンピュータ
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス システム開発
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス システム保守点検
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス 機器保守点検
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｳｪﾊﾞﾗﾝｽ 株式会社ウェバランス その他広告イベント
市内業者 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｷｺｳ 株式会社ヴェルディ機工 その他（物品）
市内業者 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｷｺｳ 株式会社ヴェルディ機工 ボイラー保守点検
市内業者 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｷｺｳ 株式会社ヴェルディ機工 地下タンク等漏洩検
市内業者 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｷｺｳ 株式会社ヴェルディ機工 地下タンク等保守点
市内業者 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｷｺｳ 株式会社ヴェルディ機工 その他建物管理設備
市内業者 ｴｲﾄｳｲﾝｸﾞ エイトウイング株式会社 学校給食運搬
市内業者 ｴｲﾄｳｲﾝｸﾞ エイトウイング株式会社 その他運送関連
市内業者 ｴｰﾃﾚｺﾑ 株式会社A-テレコム 通信機器
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 システム開発
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 電算処理
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 システム保守点検
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 機器保守点検
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 労働力派遣
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 事務用機器賃貸借
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 フォーム用紙
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 複写機
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 複写機用紙
市内業者 ｴｰﾋﾞｯﾂ 株式会社エービッツ　弘前営業所 各種事務機器
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 一般廃棄物収集運
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 一般廃棄物処分
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 車輌買取り
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 農薬・肥料
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 産業廃棄物収集運
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット 特管産業廃棄物収
市内業者 ｴｺﾈｯﾄ 有限会社エコ・ネット その他機械器具
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 建物一般清掃
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト ボイラー熱管理
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 消防用設備保守点
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 建築物環境衛生管
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 防火対象物点検
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 電話交換
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト その他建物管理設備
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 水道施設維持管理
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 給食調理
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 清掃用品
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト 消防用器具類
市内業者 ｴｺﾎﾜｲﾄ 株式会社エコ・ホワイト その他機械器具
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 上水道用資材
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 下水道用資材
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 電動工具類
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 厨房機器
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 その他機械器具
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 電気機械
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 電気器具
市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 食器・調理用品類
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市内業者 ｴﾁｸﾆｼｮｳﾎ 株式会社越国商舗　弘前支店 日用大工用具
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 飲料水水質検査
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 アスベスト等分析調
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 建築物環境衛生管
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 排水管清掃
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 その他建物管理設備
市内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　弘前営業所 その他調査及び研究
市内業者 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支社　弘前支店 プロパンガス
市内業者 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支社　弘前支店 石油製品
市内業者 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支社　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支社　弘前支店 厨房機器
市内業者 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支社　弘前支店 電気器具
市内業者 ｴﾌｹｰﾘﾝｸ 株式会社エフケーリンク 保険代理
市内業者 ｴﾌｻﾌﾟﾗｲ エフ．サプライ その他（物品）
市内業者 ｴﾌｻﾌﾟﾗｲ エフ．サプライ その他（役務）
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック 計測量機器
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック 理化学機器
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック 光学機器
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック その他機械器具
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック パーソナルコン
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック 各種事務機器
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック スチール製品
市内業者 ｴﾌﾃｯｸ 株式会社　エフテック 事務用品
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス スチール製品
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 事務用品
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 印刷機
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス パーソナルコン
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 複写機
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 光学機器
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 複写機用紙
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 印刷用紙類
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 各種事務機器
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス フォーム用紙
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 電気器具
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 電気器具用消耗品
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 通信機器
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス フィルム・DPE
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 印章
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス 家具・室内装飾
市内業者 ｴﾎﾟｯｸｽ 有限会社エポックス ギフト用品
市内業者 ｴﾙｼﾞｰｴﾇ 株式会社LGN 建築物環境衛生管
市内業者 ｴﾙｼﾞｰｴﾇ 株式会社LGN 建物一般清掃
市内業者 ｴﾙｼﾞｰｴﾇ 株式会社LGN 消防用設備保守点
市内業者 ｵｵｻｶﾔ 有限会社大阪屋 菓子類、餅
市内業者 ｵｵｾﾄｿｳﾃﾝ 有限会社大瀬塗装店 その他（物品）
市内業者 ｵｵｾﾄｿｳﾃﾝ 有限会社大瀬塗装店 塗料
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 印章
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 事務用品
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 活版・オフセット印刷
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 看板
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 ギフト用品
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 紙ポリ用品
市内業者 ｵｵﾀｲﾝﾎﾞｳ 太田印房 その他（役務）
市内業者 ｵｵﾀｶｼﾞｭｳｾﾂ 株式会社大高住設 ストーブ
市内業者 ｵｵﾀｶｼﾞｭｳｾﾂ 株式会社大高住設 厨房機器
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市内業者 ｵｵﾀｶｼﾞｭｳｾﾂ 株式会社大高住設 その他機械器具
市内業者 ｵｵﾀｹﾝｾﾂ 太田建設株式会社 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｵｵﾀｹﾝｾﾂ 太田建設株式会社 アスファルト資材
市内業者 ｵｵﾕｾｷｻﾞｲﾃﾝ 有限会社大湯石材店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｵｵﾕｾｷｻﾞｲﾃﾝ 有限会社大湯石材店 その他原材料
市内業者 ｵｵﾕｾｷｻﾞｲﾃﾝ 有限会社大湯石材店 その他（物品）
市内業者 ｵｻﾞｷﾌﾛｰﾘｽﾄ 株式会社オザキ・フローリスト 生花・植木
市内業者 ｵｻﾞｷﾌﾛｰﾘｽﾄ 株式会社オザキ・フローリスト その他（物品）
市内業者 ｵｻﾅｲｼﾞｭｳｾｲﾋﾞ 有限会社小山内重整備 特殊車輌
市内業者 ｵｻﾅｲｼﾞｭｳｾｲﾋﾞ 有限会社小山内重整備 車輌整備、修繕
市内業者 ｵｻﾅｲｼﾞｭｳｾｲﾋﾞ 有限会社小山内重整備 車輌買取り
市内業者 ｵｻﾅｲｼﾞｭｳｾｲﾋﾞ 有限会社小山内重整備 保険代理
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 通信機器
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 自動車用品
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 車輌整備、修繕
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 ストーブ分解掃除
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 ストーブ
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 車輌賃貸借
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 軽除雪機
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 その他機械器具
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 電気機械
市内業者 ｵｻﾅｲﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社小山内バッテリー社 保険代理
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 医薬
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 ワクチン
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 医療品
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 医療用機械器具
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 介護用機器・用品
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｵﾀﾞｼﾏ 株式会社小田島　弘前支店 プール用薬品
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 活版・オフセット印刷
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 軽印刷
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 その他特殊印刷
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 書籍
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 選挙用品
市内業者 ｵﾉｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社小野印刷所 広告用品
市内業者 ｵﾌｨｽﾌｯﾄ 有限会社オフィスフット 建築物環境衛生管
市内業者 ｵﾌｨｽﾌｯﾄ 有限会社オフィスフット 建物一般清掃
市内業者 ｵﾌｨｽﾌｯﾄ 有限会社オフィスフット 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｵﾌｨｽﾌｯﾄ 有限会社オフィスフット ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｵﾌｨｽﾌｯﾄ 有限会社オフィスフット ボイラー熱管理
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 各種事務機器
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット スチール製品
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 事務用品
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 複写機
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 印刷機
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 複写機用紙
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 印刷用紙類
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット パーソナルコン
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット フォーム用紙
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 医療用機械器具
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 作業衣
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット ギフト用品
市内業者 ｵﾌｨｽﾏｰｹｯﾄ 株式会社オフィスマーケット 事務用機器賃貸借
市内業者 ｵﾔﾏｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 株式会社オヤマ・アグリサービス 石油製品
市内業者 ｵﾔﾏｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 株式会社オヤマ・アグリサービス 米穀
市内業者 ｵﾔﾏｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 株式会社オヤマ・アグリサービス 農薬・肥料
市内業者 ｵﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ 株式会社小山田建設 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｵﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ 株式会社小山田建設 屋根雪下ろし
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市内業者 ｵﾔﾏﾕﾆﾎｰﾑﾃﾝ 小山ユニホーム店 作業衣
市内業者 ｵﾔﾏﾕﾆﾎｰﾑﾃﾝ 小山ユニホーム店 医療衣
市内業者 ｵﾔﾏﾕﾆﾎｰﾑﾃﾝ 小山ユニホーム店 その他衣料
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 石油製品
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 ストーブ
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 ストーブ分解掃除
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 自動車用品
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 自転車・オートバイ
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 軽除雪機
市内業者 ｵﾔﾏﾘﾝｷﾞｮｳ 有限会社小山輪業 その他機械器具
市内業者 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽﾊﾝﾊﾞｲ オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽﾊﾝﾊﾞｲ オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社　弘前営業所 光学機器
市内業者 ｶｰﾄﾞﾒｲﾝｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ 有限会社カー・ドメイン・キングダム 車輌買取り
市内業者 ｶｶﾞﾔｼｮｸﾋﾝ かがや食品株式会社 麺類
市内業者 ｶｶﾞﾔｼｮｸﾋﾝ かがや食品株式会社 菓子類、餅
市内業者 ｶｶﾞﾔｼｮｸﾋﾝ かがや食品株式会社 調味料類
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 生コン・セメント
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 アスファルト資材
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 道路標識・視線誘導
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 木材
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 仮設材
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 その他原材料
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 保安用品・用具
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 農業用機械器具
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 電動工具類
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 コンクリート二次製品
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 屋根材
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 スチール製品
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 電気器具
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 農薬・肥料
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 スポーツ用品
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 清掃用品
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 日用雑貨
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 日用大工用具
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 家具・室内装飾
市内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘　弘前支店 シート
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター プロパンガス
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 石油製品
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 自動車用品
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター ストーブ
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター ストーブ分解掃除
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 厨房機器
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 食器・調理用品類
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター テント
市内業者 ｶｸﾋﾛﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 株式会社角弘　弘前燃料センター 仮設材賃貸借
市内業者 ｶｸﾐﾂｼｮｸﾋﾝ 株式会社かくみつ食品 一般食料品
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 家具・室内装飾
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい スチール製品
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 木工製品
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 清掃用品
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 寝具
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 畳、上敷
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｶｻｲ 株式会社かさい その他（物品）
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 屋根材
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 縄
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市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 仮設材
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 履物
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 食器・調理用品類
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 日用大工用具
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 道路標識・視線誘導
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 木材
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 その他原材料
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 保安用品・用具
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 消防用器具類
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 農業用機械器具
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 電動工具類
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 厨房機器
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 電気機械
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 電気器具
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 電気器具用消耗品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 生コン・セメント
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 コンクリート二次製品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 農業用資材・造園資
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 事務用品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 光学機器
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 計測量機器
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 清掃用品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 石鹸、洗剤類
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 日用雑貨
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 塗料
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 紙ポリ用品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 作業衣
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 ギフト用品
市内業者 ｶｻｲｹﾞﾝｽｹｼｮｳﾃﾝ 葛西源助商店 シート
市内業者 ｶｻｲｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 有限会社かさい造園土木 植栽管理
市内業者 ｶｻｲｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 有限会社かさい造園土木 その他（役務）
市内業者 ｶｻｲｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 有限会社かさい造園土木 生花・植木
市内業者 ｶｻｲﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ 葛西電器サービス 電気器具
市内業者 ｶｻｲﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ 葛西電器サービス 電気器具用消耗品
市内業者 ｶｻｲﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ 葛西電器サービス 音響機器
市内業者 ｶｻｲﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ 葛西電器サービス 通信機器
市内業者 ｶｻｲﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ 葛西電器サービス ストーブ
市内業者 ｶｼﾄﾝﾔﾀﾑﾗｾｲｶ 菓子問屋　田村製菓 菓子類、餅
市内業者 ｶﾄｳﾄﾘｮｳｼｮｳｶｲ 加藤塗料商会 塗料
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 産業廃棄物収集運
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 産業廃棄物処分
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 構内除排雪
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 車輌買取り
市内業者 ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社兼建興業　 その他原材料
市内業者 ｶﾈｼｮｳ カネショウ株式会社 調味料類
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 食器・調理用品類
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 包装資材
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 紙ポリ用品
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 作業衣
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 履物
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 ギフト用品
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 帽子
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 トイレットペーパー
市内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家　弘前営業所 日用雑貨
市内業者 ｶﾈﾊﾙｳﾝﾕ 有限会社カネハル運輸 その他運送関連
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市内業者 ｶﾈﾊﾙｳﾝﾕ 有限会社カネハル運輸 引越・貨物運送
市内業者 ｶﾈﾋﾗｻｯｼｶﾞﾗｽﾃﾝ 兼平サッシガラス店 その他原材料
市内業者 ｶﾏﾀﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社鎌田屋商店 一般食料品
市内業者 ｶﾏﾀﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社鎌田屋商店 牛乳、乳製品、
市内業者 ｶﾏﾀﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社鎌田屋商店 水産物
市内業者 ｶﾏﾀﾔｼｮｳﾃﾝ 有限会社鎌田屋商店 調味料類
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 石油製品
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 プロパンガス
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 電気器具
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 複写機
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 スチール製品
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ｶﾒｲ カメイ株式会社　青森支店弘前営業所 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社河合楽器製作所　弘前ピアノセンター 楽器
市内業者 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社河合楽器製作所　弘前ピアノセンター スポーツ用品
市内業者 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社河合楽器製作所　弘前ピアノセンター 一般教材
市内業者 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社河合楽器製作所　弘前ピアノセンター 音響機器
市内業者 ｶﾜﾑﾗｾｲﾆｸﾃﾝ 株式会社川村精肉店 精肉、食肉加工
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 浄化槽清掃
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 浄化槽保守点検
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 産業廃棄物収集運
市内業者 ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社環境管理センター 汚水処理施設維持
市内業者 ｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸ 株式会社環境工学 汚水処理施設維持
市内業者 ｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸ 株式会社環境工学 その他調査及び研究
市内業者 ｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸ 株式会社環境工学 飲料水水質検査
市内業者 ｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸ 株式会社環境工学 水道施設維持管理
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾝﾄ 有限会社環境プラント 浄化槽保守点検
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全株式会社　弘前営業所 飲料水水質検査
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全株式会社　弘前営業所 水道施設維持管理
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全株式会社　弘前営業所 汚水処理施設維持
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全株式会社　弘前営業所 アスベスト等分析調
市内業者 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全株式会社　弘前営業所 その他調査及び研究
市内業者 ｶﾝﾛ 有限会社かんろ 水道施設維持管理
市内業者 ｶﾝﾜｼﾞｮｳｶｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社環和浄化サービスセンター 浄化槽清掃
市内業者 ｶﾝﾜｼﾞｮｳｶｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社環和浄化サービスセンター 浄化槽保守点検
市内業者 ｶﾝﾜｼﾞｮｳｶｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社環和浄化サービスセンター 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ｶﾝﾜｼﾞｮｳｶｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社環和浄化サービスセンター 汚水処理施設維持
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 一般市販薬
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 ワクチン
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 医薬
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 医療品
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 医療用機械器具
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 介護用機器・用品
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 プール用薬品
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 牛乳、乳製品、
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 スポーツ用品
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 清掃用品
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 石鹸、洗剤類
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 トイレットペーパー
市内業者 ｷｸﾁﾔｸﾃﾝ 株式会社菊池薬店 日用雑貨
市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン 計画策定
市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン 世論調査・市場調査
市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン その他調査及び研究
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市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン イベント企画・運営
市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン 会場設営・撤去
市内業者 ｷﾀｺﾝ 株式会社キタコン その他広告イベント
市内業者 ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 北沢産業株式会社　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 北沢産業株式会社　弘前営業所 食器・調理用品類
市内業者 ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 北沢産業株式会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｲﾝｻﾂ 有限会社北日本印刷 活版・オフセット印刷
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｲﾝｻﾂ 有限会社北日本印刷 軽印刷
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｲﾝｻﾂ 有限会社北日本印刷 その他特殊印刷
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｲﾝｻﾂ 有限会社北日本印刷 懸垂幕
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 北日本管工業株式会社　弘前支店 ボイラー保守点検
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 北日本管工業株式会社　弘前支店 その他建物管理設備
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｸ 株式会社北日本計測 計測量機器
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｸ 株式会社北日本計測 理化学機器
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｸ 株式会社北日本計測 光学機器
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｸ 株式会社北日本計測 その他機械器具
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社北日本警備保障 建築物等警備（人
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社北日本警備保障 水道施設維持管理
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社北日本警備保障 保安用品・用具
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 石油製品
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 自動車
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 自動車用品
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾｷﾕ 北日本石油株式会社　弘前販売支店 ストーブ
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス 地下タンク等漏洩検
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス ボイラー保守点検
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス 地下タンク等保守点
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス 空調ダクト清掃
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス ボイラー熱管理
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス 上水道用資材
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス ストーブ
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス その他機械器具
市内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 有限会社北日本設備サービス 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 書籍
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 視聴覚教材
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 その他コンピュータ
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 理化学教材
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 スチール製品
市内業者 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ 株式会社紀伊國屋書店　弘前営業所 各種事務機器
市内業者 ｷﾑﾗｶﾝﾂﾞﾒｼｮｸﾋﾝ 木村缶詰食品有限会社 スポーツ用品
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 木工製品
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 保育教材
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 ギフト用品
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 木材
市内業者 ｷﾑﾗﾓｸﾋﾝｾｲｻｸｼｮ 有限会社木村木品製作所 家具・室内装飾
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 特殊車輌
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 電気機械
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 車輌整備、修繕
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 農業用機械器具
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 軽除雪機
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 農業用車輌
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市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 自動車用品
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰﾄｳﾎｸ キャタピラー東北合同会社　弘前営業所 車輌買取り
市内業者 ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 株式会社キョウエイアドインターナショナル　弘前営業所 広告代理
市内業者 ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 株式会社キョウエイアドインターナショナル　弘前営業所 看板
市内業者 ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 株式会社キョウエイアドインターナショナル　弘前営業所 懸垂幕
市内業者 ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 株式会社キョウエイアドインターナショナル　弘前営業所 広告用品
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 一般教材
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 理化学教材
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 視聴覚教材
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 保育教材
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 医療用機械器具
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 医療品
市内業者 ｷｮｳｼﾝｼｬ 有限会社教進社 書籍
市内業者 ｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社協同　弘前支局 広告代理
市内業者 ｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社協同　弘前支局 その他広告イベント
市内業者 ｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社協同　弘前支局 イベント企画・運営
市内業者 ｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社協同　弘前支局 会場設営・撤去
市内業者 ｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社協同　弘前支局 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 理化学機器
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 光学機器
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 医療品
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 福祉機器賃貸借
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 医療衣
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 トイレットペーパー
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 電気器具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 プール用薬品
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 上水道用資材
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 下水道用資材
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 電動工具類
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 電気機械
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 農業用機械器具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 融雪（防塵）剤
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｷｺｳｼｮｳｶｲ 株式会社共立機工商会　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 その他賃貸借
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 クリーニング
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 家具・室内装飾
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 医療衣
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 その他衣料
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 作業衣
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 寝具
市内業者 ｷｮｳﾘﾂｼﾝｸﾞ 共立寝具株式会社 介護用機器・用品
市内業者 ｷｮｳﾜｲﾘｮｳｷ 株式会社協和医療器　弘前営業所 医療品
市内業者 ｷｮｳﾜｲﾘｮｳｷ 株式会社協和医療器　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ｷｮｳﾜｲﾘｮｳｷ 株式会社協和医療器　弘前営業所 介護用機器・用品
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市内業者 ｷﾗﾗ 有限会社きらら 清掃用品
市内業者 ｷﾗﾗ 有限会社きらら 石鹸、洗剤類
市内業者 ｷﾗﾗ 有限会社きらら 日用雑貨
市内業者 ｷﾗﾗ 有限会社きらら その他賃貸借
市内業者 ｷﾗﾗ 有限会社きらら クリーニング
市内業者 ｸｼﾋﾞｷｼｮｳﾃﾝ 株式会社櫛引商店 農薬・肥料
市内業者 ｸｼﾋﾞｷｼｮｳﾃﾝ 株式会社櫛引商店 農業用資材・造園資
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 一般教材
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 その他（物品）
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 理化学教材
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 視聴覚教材
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 光学機器
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 計測量機器
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 理化学機器
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 医療品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 医療用機械器具
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 プール用薬品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 木工製品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 スポーツ用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 食器・調理用品類
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 石鹸、洗剤類
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 各種事務機器
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 スチール製品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 事務用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 印刷用紙類
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 電気器具用消耗品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 保安用品・用具
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 ギフト用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 印章
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 テント
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 書籍
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 楽器
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 清掃用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 日用雑貨
市内業者 ｸﾄﾞｳｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社くどう教材社 保育教材
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 米穀
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 農薬・肥料
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 プロパンガス
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 その他燃料
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 農業用資材・造園資
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 石油製品
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 ストーブ
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 ストーブ分解掃除
市内業者 ｸﾄﾞｳｸﾏｺﾞﾛｳｼｮｳﾃﾝ 株式会社工藤熊五郎商店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｸﾄﾞｳｹﾝｻﾞｲ 有限会社工藤建材 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｸﾄﾞｳｹﾝｻﾞｲ 有限会社工藤建材 アスファルト資材
市内業者 ｸﾄﾞｳｹﾝｻﾞｲ 有限会社工藤建材 車輌買取り
市内業者 ｸﾄﾞｳｹﾝｻﾞｲ 有限会社工藤建材 産業廃棄物収集運
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 プロパンガス
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 石油製品
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 その他燃料
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 スチール製品
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 保安用品・用具
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 電動工具類
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 ストーブ
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市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 ストーブ分解掃除
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 厨房機器
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 電気機械
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 電気器具
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 石鹸、洗剤類
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 紙ポリ用品
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 包装資材
市内業者 ｸﾄﾞｳｻﾝｿﾃﾝ 株式会社工藤酸素店 ガス設備保守点検
市内業者 ｸﾄﾞｳﾀﾀﾐﾃﾝ 工藤畳店 畳、上敷
市内業者 ｸﾄﾞｳﾁｮｳｴｲﾀﾀﾐﾃﾝ 工藤長栄畳店 畳、上敷
市内業者 ｸﾄﾞｳﾈﾝﾘｮｳ 工藤燃料 ストーブ分解掃除
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 擬装・架装
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 消防用設備保守点
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 防火対象物点検
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 消防用器具類
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 電気機械
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 保安用品・用具
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 作業衣
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 履物
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ 帽子
市内業者 ｸﾄﾞｳﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社工藤ポンプ テント
市内業者 ｸﾎﾞﾀｾｷﾕ 有限会社久保田石油 プロパンガス
市内業者 ｸﾎﾞﾀｾｷﾕ 有限会社久保田石油 石油製品
市内業者 ｸﾞﾗﾝｽﾞ 有限会社グランズ 車輌買取り
市内業者 ｸﾞﾘｰﾝｺｳﾂｳ グリーン交通株式会社 旅客運送
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 建築物環境衛生管
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 建物一般清掃
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 空気環境測定
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 消防用設備保守点
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 ボイラー熱管理
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 建築物等警備（人
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 産業廃棄物収集運
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 清掃用品
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 石鹸、洗剤類
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 トイレットペーパー
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 日用雑貨
市内業者 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｱｵﾓﾘ 株式会社クリーンサービス青森　弘前支店 その他賃貸借
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 車輌買取り
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 古物全般買取り
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 学校給食運搬
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 構内除排雪
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 融雪（防塵）剤
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 遊具保守点検
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 引越・貨物運送
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 その他運送関連
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 屋根雪下ろし
市内業者 ｸﾘｴｲﾄﾃｸﾉ クリエイトテクノ株式会社 金属屑買取り
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック クリーニング
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 寝具
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 家具・室内装飾
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 医療衣
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 介護用機器・用品
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック その他賃貸借
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 石鹸、洗剤類
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市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 作業衣
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック その他衣料
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック トイレットペーパー
市内業者 ｸﾘﾝﾃｯｸ 株式会社クリンテック 帽子
市内業者 ｸﾛﾀｷｼｮﾃﾝ 黒滝書店 書籍
市内業者 ｸﾛﾀｷｼｮﾃﾝ 黒滝書店 一般教材
市内業者 ｸﾛﾀｷｼｮﾃﾝ 黒滝書店 理化学教材
市内業者 ｸﾛﾀｷｼｮﾃﾝ 黒滝書店 視聴覚教材
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ 石鹸、洗剤類
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ トイレットペーパー
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ 日用雑貨
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ 清掃用品
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ ギフト用品
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ 電気器具用消耗品
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ スチール製品
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ 事務用品
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ パーソナルコン
市内業者 ｸﾛﾍﾞ 株式会社クロベ その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｹｱﾃｯｸ 株式会社ケア・テック　弘前出張所 介護用機器・用品
市内業者 ｹｱﾃｯｸ 株式会社ケア・テック　弘前出張所 医療用機械器具
市内業者 ｹｱﾃｯｸ 株式会社ケア・テック　弘前出張所 福祉機器賃貸借
市内業者 ｹｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 株式会社ケービジョン 光学機器
市内業者 ｹｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 株式会社ケービジョン 医療品
市内業者 ｹｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 株式会社ケービジョン 医療用機械器具
市内業者 ｹｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 株式会社ケービジョン 介護用機器・用品
市内業者 ｹｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 株式会社ケービジョン その他（役務）
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 構内除排雪
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 屋根雪下ろし
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 産業廃棄物収集運
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 引越・貨物運送
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 宅配便
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 学校給食運搬
市内業者 ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 有限会社弘永興業 その他運送関連
市内業者 ｺｳｴｲﾎﾄﾞｳ 株式会社弘永舗道 アスファルト資材
市内業者 ｺｳｴｲﾎﾄﾞｳ 株式会社弘永舗道 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｺｳｼﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ 弘伸自動車有限会社 車輌整備、修繕
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 建物一般清掃
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 ボイラー熱管理
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 ボイラー保守点検
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 建築物環境衛生管
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 空調ダクト清掃
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 屋根雪下ろし
市内業者 ｺｳｼﾞﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 浩仁ビルサービス有限会社　弘前支店 構内除排雪
市内業者 ｺｳｾｲｻｸｾﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社弘青さく泉工業所 その他機械器具
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 プロパンガス
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 石油製品
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 自動車
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 自動車用品
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 車輌整備、修繕
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 ストーブ
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 ストーブ分解掃除
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 厨房機器
市内業者 ｺｳｾﾞﾝｼｮｳｶｲ 株式会社弘善商会 電気器具
市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン ストーブ分解掃除
市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン 清掃用品
市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン 建物一般清掃
市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン 消防用設備保守点
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市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン 防火対象物点検
市内業者 ｺｳﾀﾞｲｸﾘｰﾝ 有限会社広大クリーン ボイラー熱管理
市内業者 ｺｳﾄｳﾋﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社江東微生物研究所　弘前営業所 飲料水水質検査
市内業者 ｺｳﾄｳﾋﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社江東微生物研究所　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ｺｳﾅﾝｳﾝﾕ 株式会社弘南運輸 一般廃棄物収集運
市内業者 ｺｳﾅﾝｳﾝﾕ 株式会社弘南運輸 産業廃棄物収集運
市内業者 ｺｳﾅﾝｳﾝﾕ 株式会社弘南運輸 引越・貨物運送
市内業者 ｺｳﾅﾝｳﾝﾕ 株式会社弘南運輸 車輌買取り
市内業者 ｺｳﾋﾞﾄﾞｳ 株式会社弘美堂 活版・オフセット印刷
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 一般教材
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 書籍
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 事務用品
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 スチール製品
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 印刷用紙類
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 フォーム用紙
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 複写機用紙
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 理化学教材
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 電気器具用消耗品
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 視聴覚教材
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 塗料
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 紙ポリ用品
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 印章
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 貴金属
市内業者 ｺｳﾌﾞﾝｼｬ 広文社 楽器
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 建物一般清掃
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 浄化槽保守点検
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 空気環境測定
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 特管産業廃棄物収
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 建築物環境衛生管
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 古物全般買取り
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 清掃用品
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ｺｳﾖｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 広陽ビルサービス有限会社　弘前営業所 トイレットペーパー
市内業者 ｺｳﾜﾔｸﾋﾝ 株式会社恒和薬品　弘前営業所 医薬
市内業者 ｺｳﾜﾔｸﾋﾝ 株式会社恒和薬品　弘前営業所 ワクチン
市内業者 ｺｳﾜﾔｸﾋﾝ 株式会社恒和薬品　弘前営業所 医療品
市内業者 ｺｳﾜﾔｸﾋﾝ 株式会社恒和薬品　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ｺｳﾜﾔｸﾋﾝ 株式会社恒和薬品　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ｺｽﾓｽｼｮｳｶｲ 株式会社コスモス商会 介護用機器・用品
市内業者 ｺｽﾓｽｼｮｳｶｲ 株式会社コスモス商会 石鹸、洗剤類
市内業者 ｺﾆｼﾋﾟｱﾉ 専門店　小西ピアノ 楽器
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 紙ポリ用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 包装資材
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 食器・調理用品類
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 厨房機器
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 ギフト用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 その他（役務）
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 作業衣
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 その他衣料
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 清掃用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 事務用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 スチール製品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 印刷用紙類
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市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 石鹸、洗剤類
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 トイレットペーパー
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 日用雑貨
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 広告用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 印章
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 選挙用品
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 履物
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 帽子
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼｼｺｳ 株式会社小林紙工 懸垂幕
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝｾﾂ 小林電設株式会社 電気器具
市内業者 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝｾﾂ 小林電設株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 上水道用資材
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 下水道用資材
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 仮設材
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 厨房機器
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 保安用品・用具
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 農業用機械器具
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 電気器具
市内業者 ｺﾏﾂﾌﾞｯｻﾝ 小松物産株式会社　弘前支店 電気機械
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス その他コンピュータ
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス 広告代理
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス イベント企画・運営
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス その他広告イベント
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス 世論調査・市場調査
市内業者 ｺﾝｼｽ 株式会社コンシス 翻訳・通訳・速記
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 石油製品
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 プロパンガス
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 ストーブ
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 ストーブ分解掃除
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 米穀
市内業者 ｺﾝﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社今野商事 一般食料品
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 作業衣
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 寝具
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ ギフト用品
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ その他衣料
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 帽子
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 医療衣
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 履物
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 家具・室内装飾
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 日用雑貨
市内業者 ｻｲｷ 株式会社サイキ 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｻｲﾄｳﾓｰﾀｰｾｲﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 有限会社斎藤モーター整備工業 車輌整備、修繕
市内業者 ｻｲﾄｳﾓｰﾀｰｾｲﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 有限会社斎藤モーター整備工業 自動車
市内業者 ｻｶﾓﾄﾁｸｻﾞｲﾃﾝ 坂本竹材店 木材
市内業者 ｻｶﾓﾄﾁｸｻﾞｲﾃﾝ 坂本竹材店 縄
市内業者 ｻｶﾓﾄﾁｸｻﾞｲﾃﾝ 坂本竹材店 農業用資材・造園資
市内業者 ｻｸﾗｼｷﾞｮｳﾎｳｿｳﾖｳﾋﾝ 桜紙業包装用品株式会社 トイレットペーパー
市内業者 ｻｸﾗｼｷﾞｮｳﾎｳｿｳﾖｳﾋﾝ 桜紙業包装用品株式会社 紙ポリ用品
市内業者 ｻｸﾗｼｷﾞｮｳﾎｳｿｳﾖｳﾋﾝ 桜紙業包装用品株式会社 包装資材
市内業者 ｻｸﾗﾉﾋｬｯｶﾃﾝ 株式会社さくら野百貨店　弘前店 百貨店
市内業者 ｻｸﾗﾐｭｰｼﾞｯｸ さくらミュージック株式会社 楽器
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 青果物
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 一般食料品
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 牛乳、乳製品、
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 精肉、食肉加工



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市内物品・役務
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名

市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 水産物
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 茶
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 米穀
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 麺類
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 製菓原材料
市内業者 ｻｻｷﾖｼﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社笹喜代二商店 調味料類
市内業者 ｻｻｹｲｲﾝｻﾂ 株式会社笹軽印刷 軽印刷
市内業者 ｻｻｹｲｲﾝｻﾂ 株式会社笹軽印刷 活版・オフセット印刷
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 擬装・架装
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 車輌整備、修繕
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 消防用器具類
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 作業衣
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 保安用品・用具
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 帽子
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 履物
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 道路標識・視線誘導
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 音響機器
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 農業用機械器具
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 電動工具類
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 電気機械
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 テント
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 シート
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 消防用設備保守点
市内業者 ｻｻｼｮｳﾎﾞｳｼｻﾞｲ 笹消防資材 防火対象物点検
市内業者 ｻｻﾃﾞﾝｷ 有限会社ささでんき ストーブ
市内業者 ｻｻﾃﾞﾝｷ 有限会社ささでんき 電気器具
市内業者 ｻｻﾃﾞﾝｷ 有限会社ささでんき 電気器具用消耗品
市内業者 ｻｻﾃﾞﾝｷ 有限会社ささでんき 通信機器
市内業者 ｻｻﾃﾞﾝｷ 有限会社ささでんき 音響機器
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 活版・オフセット印刷
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 軽印刷
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 その他特殊印刷
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 各種事務機器
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 スチール製品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 事務用品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 ギフト用品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 書籍
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 選挙用品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 広告用品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 その他広告イベント
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 印刷用紙類
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 印刷機
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 複写機用紙
市内業者 ｻｻﾇﾏｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社ササヌマ産業 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 理化学機器
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 光学機器
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 医療品
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 その他調査及び研究
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 空気環境測定
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 ボイラー熱管理



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市内物品・役務
地区区分 カナ本社名 業者名 業種名

市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ｻﾞｯｸｽ 株式会社ザックス　弘前営業所 自家用電気工作物
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 スチール製品
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 事務用品
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 印刷機
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 各種事務機器
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 医療衣
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 医療品
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 医療用機械器具
市内業者 ｻﾄｳｷｷ 有限会社佐藤器機 パーソナルコン
市内業者 ｻﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 佐藤幸電気工事 電気器具
市内業者 ｻﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 佐藤幸電気工事 電気器具用消耗品
市内業者 ｻﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 佐藤幸電気工事 通信機器
市内業者 ｻﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 佐藤幸電気工事 音響機器
市内業者 ｻﾄｳｾｲｻｸｼｮ 有限会社佐藤製作所 その他機械器具
市内業者 ｻﾄｳｾｲｻｸｼｮ 有限会社佐藤製作所 その他（物品）
市内業者 ｻﾄｳｾｲｻｸｼｮ 有限会社佐藤製作所 下水道用資材
市内業者 ｻﾄｳｾｲｻｸｼｮ 有限会社佐藤製作所 上水道用資材
市内業者 ｻﾄｳｿｳｻｲｾｷ 株式会社佐藤惣砕石 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｻﾄｳｿｳｻｲｾｷ 株式会社佐藤惣砕石 産業廃棄物処分
市内業者 ｻﾌﾟﾗｲ 株式会社サプライ　弘前営業所 通信機器
市内業者 ｻﾌﾟﾗｲ 株式会社サプライ　弘前営業所 その他建物管理設備
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 プロパンガス
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 石油製品
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 消防用器具類
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 ストーブ
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 ストーブ分解掃除
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 厨房機器
市内業者 ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ 株式会社三栄商会 電気器具
市内業者 ｻﾝｶﾂﾔﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 三勝屋燃料センター プロパンガス
市内業者 ｻﾝｶﾂﾔﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ 三勝屋燃料センター 石油製品
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 自動車
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 自転車・オートバイ
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 特殊車輌
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 農業用車輌
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 擬装・架装
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 車輌整備、修繕
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 選挙用品
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 古物全般買取り
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 車輌買取り
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 金属屑買取り
市内業者 ｻﾝｷｮｳ 株式会社三共 選挙看板設置・撤去
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 建物一般清掃
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 建築物等警備（人
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 ボイラー熱管理
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 建築物等警備（機
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 空気環境測定
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 消防用設備保守点
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 一般廃棄物収集運
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 自家用電気工作物
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 建築物環境衛生管
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 防火対象物点検
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 上水道用資材
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 消防用器具類
市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 電気器具用消耗品



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市内物品・役務
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市内業者 ｻﾝｺｳ 株式会社産交 その他（物品）
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 建物一般清掃
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 建築物等警備（人
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 ボイラー熱管理
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 消防用設備保守点
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 建築物環境衛生管
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 空気環境測定
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 飲料水水質検査
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 電話交換
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 懸垂幕
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 家具・室内装飾
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 清掃用品
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 石鹸、洗剤類
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 トイレットペーパー
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 日用雑貨
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 畳、上敷
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 水道施設維持管理
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 その他建物管理設備
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 消防用器具類
市内業者 ｻﾝｺｳ 三幸株式会社 その他（物品）
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 産業廃棄物収集運
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 引越・貨物運送
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 アスファルト資材
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 構内除排雪
市内業者 ｻﾝｺｳｳﾝﾕ 有限会社サンコウ運輸 屋根雪下ろし
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 建物一般清掃
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 建築物等警備（人
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 ボイラー熱管理
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 建築物環境衛生管
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 空気環境測定
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 給食調理
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 防火対象物点検
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 排水管清掃
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 電話交換
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 浄化槽保守点検
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 建築物等警備（機
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 水道施設維持管理
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 ガス設備保守点検
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 その他建物管理設備
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 医療事務
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 労働力派遣
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 電気機械
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 電気器具
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 通信機器
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 家具・室内装飾
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 清掃用品
市内業者 ｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社サン・コーポレーション　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 印章
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 事務用品
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 軽印刷
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 看板
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市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 懸垂幕
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ 有限会社三照堂 その他特殊印刷
市内業者 ｻﾝｾｲｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 有限会社三晴自動車整備工場 車輌整備、修繕
市内業者 ｻﾝｾｲｼｮｳｼﾞ 株式会社三晴商事 石油製品
市内業者 ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾝｷﾞｮｳ サンライズ産業株式会社 学校給食運搬
市内業者 ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾝｷﾞｮｳ サンライズ産業株式会社 石油製品
市内業者 ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾝｷﾞｮｳ サンライズ産業株式会社 引越・貨物運送
市内業者 ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾝｷﾞｮｳ サンライズ産業株式会社 構内除排雪
市内業者 ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾝｷﾞｮｳ サンライズ産業株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ｻﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞ 有限会社サンリビング 家具・室内装飾
市内業者 ｻﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞ 有限会社サンリビング 木工製品
市内業者 ｻﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞ 有限会社サンリビング スチール製品
市内業者 ｻﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞ 有限会社サンリビング 清掃用品
市内業者 ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 三和シャッター工業株式会社　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード 建築物等警備（人
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード ボイラー熱管理
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード 水道施設維持管理
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード 汚水処理施設維持
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード その他建物管理設備
市内業者 ｼｰｴｽｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シーエスガード 電話交換
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 給食調理
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 その他建物管理設備
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 学校給食運搬
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 建物一般清掃
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 労働力派遣
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 電話交換
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 医療事務
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 その他運送関連
市内業者 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　弘前営業所 世論調査・市場調査
市内業者 ｼﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シティーガード 建築物等警備（人
市内業者 ｼﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シティーガード 建物一般清掃
市内業者 ｼﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ 有限会社シティーガード 電話交換
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 医療用機械器具
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 医療品
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 理化学機器
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 介護用機器・用品
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 光学機器
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 福祉機器賃貸借
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 その他賃貸借
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 医療衣
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 一般教材
市内業者 ｼﾊﾞﾀｲﾘｶ 株式会社シバタ医理科 理化学教材
市内業者 ｼﾏﾔ 有限会社しまや その他（物品）
市内業者 ｼﾏﾔ 有限会社しまや 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ｼﾏﾔ 有限会社しまや 一般教材
市内業者 ｼﾏﾔ 有限会社しまや その他機械器具
市内業者 ｼﾓﾄﾐｾｷﾕ 有限会社下富石油 石油製品
市内業者 ｼﾓﾄﾐｾｷﾕ 有限会社下富石油 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｼﾓﾄﾐｾｷﾕ 有限会社下富石油 自動車用品
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 その他原材料
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 屋根材
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 木材
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 生コン・セメント
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 コンクリート二次製品
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 アスファルト資材
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 融雪（防塵）剤
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市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 仮設材
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 厨房機器
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 家具・室内装飾
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 介護用機器・用品
市内業者 ｼﾞｭｳｺﾞﾊﾞﾝｹﾝｻﾞｲ 十五番建材株式会社　弘前支店 福祉機器賃貸借
市内業者 ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ 株式会社ジョイスポーツ スポーツ用品
市内業者 ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ 株式会社ジョイスポーツ 履物
市内業者 ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ 株式会社ジョイスポーツ カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ 株式会社ジョイスポーツ テント
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 擬装・架装
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 道路標識・視線誘導
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 消防用器具類
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 選挙用品
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 消防用設備保守点
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 防火対象物点検
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 その他（役務）
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 保安用品・用具
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 看板
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 懸垂幕
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 履物
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 作業衣
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 帽子
市内業者 ｼﾞｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社城栄産業 アスファルト資材
市内業者 ｼﾞｮｳｾｲﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 有限会社城西土木工業 車輌買取り
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 プロパンガス
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 石油製品
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 ストーブ
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 ストーブ分解掃除
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 一般食料品
市内業者 ｼﾞｮｳﾄｳｼｮｸﾘｮｳ 株式会社城東食糧 米穀
市内業者 ｼﾞｮｳﾅﾝｽﾎﾟｰﾂ 城南スポーツ スポーツ用品
市内業者 ｼﾞｮｳﾅﾝｽﾎﾟｰﾂ 城南スポーツ その他衣料
市内業者 ｼﾞｮｳﾅﾝﾘｮｸｶ 有限会社城南緑化 植栽管理
市内業者 ｼﾞｮｳﾅﾝﾘｮｸｶ 有限会社城南緑化 産業廃棄物収集運
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 自動車
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 特殊車輌
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 自動車用品
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 擬装・架装
市内業者 ｼﾞｮｳﾎｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社城北自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 照明堂 電気器具
市内業者 ｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 照明堂 ストーブ
市内業者 ｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 照明堂 電気器具用消耗品
市内業者 ｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 照明堂 音響機器
市内業者 ｼｮｳﾜﾉｳｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社昭和農機工業所 特殊車輌
市内業者 ｼｮｳﾜﾉｳｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社昭和農機工業所 農業用車輌
市内業者 ｼｮｳﾜﾉｳｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社昭和農機工業所 農業用機械器具
市内業者 ｼｮｳﾜﾉｳｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社昭和農機工業所 軽除雪機
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 医療品
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 医療用機械器具
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 介護用機器・用品
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 理化学機器
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 医療衣
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 光学機器
市内業者 ｼﾗｲｼｲﾘｮｳｷ 株式会社白石医療器 医薬
市内業者 ｼﾗﾄﾘﾉｳｷｸﾞﾃﾝ 有限会社白鳥農機具店 農業用車輌
市内業者 ｼﾗﾄﾘﾉｳｷｸﾞﾃﾝ 有限会社白鳥農機具店 農業用機械器具
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市内業者 ｼﾗﾄﾘﾉｳｷｸﾞﾃﾝ 有限会社白鳥農機具店 電動工具類
市内業者 ｼﾗﾄﾘﾉｳｷｸﾞﾃﾝ 有限会社白鳥農機具店 軽除雪機
市内業者 ｼﾗﾄﾘﾉｳｷｸﾞﾃﾝ 有限会社白鳥農機具店 電気機械
市内業者 ｼﾞﾝｹﾝｳﾝｿｳ 有限会社神健運送 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｼﾞﾝｹﾝｳﾝｿｳ 有限会社神健運送 引越・貨物運送
市内業者 ｼﾝﾄﾞｳｲﾝｻﾂｼｮ 有限会社進藤印刷所 活版・オフセット印刷
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 理化学教材
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 楽器
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 光学機器
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 計測量機器
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 理化学機器
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 一般教材
市内業者 ｼﾝﾆﾎﾝｷｮｳｻﾞｲｼｬ 株式会社新日本教材社 視聴覚教材
市内業者 ｼﾞﾝﾏﾔｸﾃﾝ 有限会社じんま薬店 一般市販薬
市内業者 ｼﾞﾝﾏﾔｸﾃﾝ 有限会社じんま薬店 石鹸、洗剤類
市内業者 ｼﾞﾝﾏﾔｸﾃﾝ 有限会社じんま薬店 トイレットペーパー
市内業者 ｼﾞﾝﾏﾔｸﾃﾝ 有限会社じんま薬店 日用雑貨
市内業者 ｼﾝﾜｲﾝｻﾂ 有限会社新和印刷 活版・オフセット印刷
市内業者 ｼﾝﾜｲﾝｻﾂ 有限会社新和印刷 その他特殊印刷
市内業者 ｼﾝﾜｲﾝｻﾂ 有限会社新和印刷 広告代理
市内業者 ｼﾝﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社伸和産業 その他（役務）
市内業者 ｼﾝﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社伸和産業 古物全般買取り
市内業者 ｼﾝﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社伸和産業 一般廃棄物収集運
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 医薬
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 ワクチン
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 医療品
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 医療用機械器具
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 介護用機器・用品
市内業者 ｽｽﾞｹﾝ 株式会社スズケン　弘前支店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 石油製品
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 プロパンガス
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 ストーブ
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 ストーブ分解掃除
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 自動車用品
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 電気器具
市内業者 ｽﾄｳｾﾞﾝｾｷﾕﾃﾝ 有限会社須藤善石油店　弘前駅前給油所 車輌整備、修繕
市内業者 ｽﾅﾀﾞｼｭﾋﾞｮｳﾉｳｻﾞｲ 有限会社スナダ種苗農材 農業用資材・造園資
市内業者 ｽﾅﾀﾞｼｭﾋﾞｮｳﾉｳｻﾞｲ 有限会社スナダ種苗農材 農薬・肥料
市内業者 ｽﾅﾀﾞｼｭﾋﾞｮｳﾉｳｻﾞｲ 有限会社スナダ種苗農材 縄
市内業者 ｽﾅﾀﾞｼｭﾋﾞｮｳﾉｳｻﾞｲ 有限会社スナダ種苗農材 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA スポーツ用品
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA 医療衣
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA 作業衣
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA その他衣料
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA 帽子
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA ギフト用品
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA カップ、旗、バッヂ
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA テント
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA 履物
市内業者 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾐｳﾗ スポーツショップMIURA その他（物品）
市内業者 ｾｲｹﾝ 株式会社青研 牛乳、乳製品、
市内業者 ｾｲｹﾝ 株式会社青研 青果物
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 融雪（防塵）剤
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 特殊車輌
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 道路標識・視線誘導
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 金属屑買取り
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 自動車用品
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 保安用品・用具
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市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 軽除雪機
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 スポーツ用品
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 木材
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 仮設材
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 スチール製品
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 電動工具類
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 看板
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 畳、上敷
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 作業衣
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 懸垂幕
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 上水道用資材
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 下水道用資材
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 車輌整備、修繕
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 農業用機械器具
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 ストーブ
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 厨房機器
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 車輌買取り
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 計測量機器
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 電気機械
市内業者 ｾｲｺｳ 株式会社青工　弘前支店 各種事務機器
市内業者 ｾｲﾄｳｷｶｲ 清藤機械 車輌整備、修繕
市内業者 ｾｲﾄｳｷｶｲ 清藤機械 農業用機械器具
市内業者 ｾｲﾄｳｷｶｲ 清藤機械 軽除雪機
市内業者 ｾｲﾅﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ 株式会社青南エクスプレス 産業廃棄物収集運
市内業者 ｾｲﾅﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ 株式会社青南エクスプレス 特管産業廃棄物収
市内業者 ｾｲﾅﾝｴﾝｼﾞﾆｱ 株式会社青南エンジニア その他建物管理設備
市内業者 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社青南商事 産業廃棄物処分
市内業者 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社青南商事 産業廃棄物収集運
市内業者 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社青南商事 古物全般買取り
市内業者 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社青南商事 車輌買取り
市内業者 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社青南商事 金属屑買取り
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 製菓原材料
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 牛乳、乳製品、
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 調味料類
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 一般食料品
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 包装資材
市内業者 ｾｲﾉｼｮｳﾃﾝ 清野商店 厨房機器
市内業者 ｾｲﾜ 株式会社せいわ コンクリート二次製品
市内業者 ｾｲﾜ 株式会社せいわ 遊具保守点検
市内業者 ｾｲﾜ 株式会社せいわ 保育教材
市内業者 ｾｲﾜ 株式会社せいわ その他建物管理設備
市内業者 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾄﾞ 株式会社セーフティロード 道路標識・視線誘導
市内業者 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾄﾞ 株式会社セーフティロード 融雪（防塵）剤
市内業者 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾄﾞ 株式会社セーフティロード 保安用品・用具
市内業者 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾄﾞ 株式会社セーフティロード 看板
市内業者 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾄﾞ 株式会社セーフティロード アスファルト資材
市内業者 ｾｺﾑ セコム株式会社　弘前支社 建築物等警備（機
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 石油製品
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ ストーブ分解掃除
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 産業廃棄物収集運
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ プロパンガス
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ ガス設備保守点検
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 屋根雪下ろし
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 構内除排雪
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 米穀
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 一般車輌用タイヤ
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市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ ストーブ
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 厨房機器
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 電気機械
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 電気器具
市内業者 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝｵｻﾅｲ 株式会社設備技研オサナイ 電気器具用消耗品
市内業者 ｿｳｺﾞｳﾎｹﾝﾌｼﾞﾓﾄ 有限会社総合保険フジモト 保険代理
市内業者 ｿｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社相互自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ｿｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社相互自動車 車輌買取り
市内業者 ｿｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社相互自動車 古物全般買取り
市内業者 ｿｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社相互自動車 自動車用品
市内業者 ｿｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社相互自動車 一般車輌用タイヤ
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 建物一般清掃
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 建築物環境衛生管
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 消防用設備保守点
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 防火対象物点検
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 地下タンク等漏洩検
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 地下タンク等保守点
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 ボイラー熱管理
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 清掃用品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 トイレットペーパー
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 石鹸、洗剤類
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 消防用器具類
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 事務用品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 スチール製品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 シート
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 電気器具用消耗品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 日用雑貨
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 履物
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 融雪（防塵）剤
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 スポーツ用品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 テント
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 縄
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 農業用資材・造園資
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 仮設材
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 その他機械器具
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 屋根材
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 その他建物管理設備
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 その他賃貸借
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 ボイラー保守点検
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 木材
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 保安用品・用具
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 紙ポリ用品
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 包装資材
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 厨房機器
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 古物全般買取り
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 作業衣
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 道路標識・視線誘導
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 各種事務機器
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 帽子
市内業者 ｿｳﾋﾞｼｬ 株式会社装美舎 日用大工用具
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 石油製品
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 プロパンガス
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 青果物
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 農薬・肥料
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 農業用資材・造園資
市内業者 ｿｳﾏﾑﾗﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 相馬村農業協同組合 米穀
市内業者 ｿﾌﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 株式会社ソフトキャンパス その他コンピュータ
市内業者 ｿﾌﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 株式会社ソフトキャンパス 労働力派遣
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市内業者 ｿﾌﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 株式会社ソフトキャンパス その他（役務）
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞｸ 第一化学株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞｸ 第一化学株式会社　弘前営業所 プール用薬品
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞｸ 第一化学株式会社　弘前営業所 理化学機器
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞｸ 第一化学株式会社　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞｸ 第一化学株式会社　弘前営業所 光学機器
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 スチール製品
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 事務用品
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 各種事務機器
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 複写機
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 印刷機
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 複写機用紙
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 印刷用紙類
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 パーソナルコン
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 電気器具用消耗品
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 家具・室内装飾
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 作業衣
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｼﾞﾑｷ 株式会社第一事務機 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁｿﾞｳｴﾝ 株式会社第一造園 植栽管理
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 建物一般清掃
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター ボイラー熱管理
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 建築物環境衛生管
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 空気環境測定
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター ボイラー保守点検
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 株式会社第一ビル管理センター 飲料水水質検査
市内業者 ﾀｲｷｹﾝｾﾂ 大輝建設有限会社 その他賃貸借
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 上水道用資材
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 下水道用資材
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 消防用器具類
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 ストーブ
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 厨房機器
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 その他機械器具
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 消防用設備保守点
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 空調ダクト清掃
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 ボイラー保守点検
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 地下タンク等保守点
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 水道施設維持管理
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 汚水処理施設維持
市内業者 ﾀﾞｲｼﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社大伸管工業所 その他建物管理設備
市内業者 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼｷﾞｮｳ 株式会社大同紙業 古物全般買取り
市内業者 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｻﾆｰﾄ 株式会社ダイナミック・サニート　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｻﾆｰﾄ 株式会社ダイナミック・サニート　弘前営業所 空調ダクト清掃
市内業者 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｻﾆｰﾄ 株式会社ダイナミック・サニート　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ﾀｲﾍｲｼｮｳｺｳ 太平商工 ストーブ
市内業者 ﾀｲﾍｲｼｮｳｺｳ 太平商工 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾀｲﾍｲｼｮｳｺｳ 太平商工 厨房機器
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 ボイラー熱管理
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 建物一般清掃
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 建築物等警備（人
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 電話交換
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 地下タンク等漏洩検
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 地下タンク等保守点
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 消防用設備保守点
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市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 防火対象物点検
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 建築物環境衛生管
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 その他建物管理設備
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 空気環境測定
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 自家用電気工作物
市内業者 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス株式会社　弘前営業所 建築物等警備（機
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 プロパンガス
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 その他燃料
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 理化学機器
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 石油製品
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 電動工具類
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 電気機械
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 電気器具
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 食器・調理用品類
市内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 一般教材
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 印刷機
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 スチール製品
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 理化学機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 理化学教材
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 保育教材
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 音響機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 厨房機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 スポーツ用品
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 食器・調理用品類
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 各種事務機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 楽器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 複写機
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 電気器具
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 パーソナルコン
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 介護用機器・用品
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 光学機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 視聴覚教材
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 遊具保守点検
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 システム保守点検
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 テント
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 複写機用紙
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 家具・室内装飾
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 書籍
市内業者 ﾀｶｷﾞｶﾞｸｼｭｳｼｬ 株式会社高木学習社 事務用品
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 農薬・肥料
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 プール用薬品
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 その他原材料
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 理化学機器
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 農業用資材・造園資
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市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 一般市販薬
市内業者 ﾀｶｷﾞｾｲｲﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社高木静一商店 その他（役務）
市内業者 ﾀｶｸﾃﾞﾝｷ たかく電器 イベント企画・運営
市内業者 ﾀｶｸﾃﾞﾝｷ たかく電器 その他広告イベント
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 寝具
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 家具・室内装飾
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 ギフト用品
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 畳、上敷
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 介護用機器・用品
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 その他賃貸借
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 その他衣料
市内業者 ﾀｶﾊｼｼﾝｸﾞﾃﾝ 株式会社高橋寝具店 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾀｶﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社高橋設備工業所 ボイラー保守点検
市内業者 ﾀｶﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社高橋設備工業所 その他建物管理設備
市内業者 ﾀｶﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社高橋設備工業所 消防用設備保守点
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 建物一般清掃
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 空気環境測定
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 飲料水水質検査
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 消防用設備保守点
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 給食調理
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 労働力派遣
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 防火対象物点検
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 ボイラー保守点検
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 自動ドア保守点検
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 清掃用品
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 日用雑貨
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 トイレットペーパー
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 紙ポリ用品
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 家具・室内装飾
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 食器・調理用品類
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 プール用薬品
市内業者 ﾀｸﾄ 株式会社タクト　弘前営業所 作業衣
市内業者 ﾀﾞｹｶｲﾊﾂ 嶽開発株式会社 アスファルト資材
市内業者 ﾀﾞｹｶｲﾊﾂ 嶽開発株式会社 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾀﾞｹｶｲﾊﾂ 嶽開発株式会社 生コン・セメント
市内業者 ﾀﾞｹｶｲﾊﾂ 嶽開発株式会社 産業廃棄物処分
市内業者 ﾀﾞｹｶｲﾊﾂ 嶽開発株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 上水道用資材
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 消防用設備保守点
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 下水道用資材
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 防火対象物点検
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 電気機械
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 消防用器具類
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 電動工具類
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 計測量機器
市内業者 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｼﾞ 有限会社武田商事 その他機械器具
市内業者 ﾀﾞｽｷﾝﾋﾛｻｷ 有限会社ダスキン弘前 その他賃貸借
市内業者 ﾀﾞｽｷﾝﾋﾛｻｷ 有限会社ダスキン弘前 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾀﾞｽｷﾝﾋﾛｻｷ 有限会社ダスキン弘前 石鹸、洗剤類



平成２９年度競争入札参加資格者名簿（29.3.31時点） 市内物品・役務
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市内業者 ﾀﾞｽｷﾝﾋﾛｻｷ 有限会社ダスキン弘前 日用雑貨
市内業者 ﾀｯｸｲﾘｮｳ 有限会社タック医療 医療品
市内業者 ﾀｯｸｲﾘｮｳ 有限会社タック医療 医療用機械器具
市内業者 ﾀｯｸｲﾘｮｳ 有限会社タック医療 介護用機器・用品
市内業者 ﾀﾅｶｼｰﾄ 有限会社田中シート シート
市内業者 ﾀﾅｶｼｰﾄ 有限会社田中シート テント
市内業者 ﾀﾅｶｼｰﾄ 有限会社田中シート 懸垂幕
市内業者 ﾀﾅｶｼｰﾄ 有限会社田中シート 看板
市内業者 ﾀﾅｶｼｰﾄ 有限会社田中シート カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾀﾝﾄﾞｳ 株式会社丹藤 石油製品
市内業者 ﾀﾝﾄﾞｳ 株式会社丹藤 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾀﾝﾄﾞｳ 株式会社丹藤 自動車用品
市内業者 ﾀﾝﾄﾞｳ 株式会社丹藤 車輌整備、修繕
市内業者 ﾀﾝﾄﾞｳ 株式会社丹藤 ストーブ
市内業者 ﾁｼﾞﾏﾀﾀﾐｾｲｻｸｼｮ 千嶋畳製作所 畳、上敷
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 構内除排雪
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 引越・貨物運送
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 学校給食運搬
市内業者 ﾁｭｳｵｳｶﾓﾂ 有限会社中央貨物 その他運送関連
市内業者 ﾁｭｳｺｳｸﾗﾌﾄ 有限会社中弘クラフト 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾁｭｳｺｳｸﾗﾌﾄ 有限会社中弘クラフト ギフト用品
市内業者 ﾁｭｳｺｳｸﾗﾌﾄ 有限会社中弘クラフト 木工製品
市内業者 ﾁｮｳｴｲ 有限会社チョウエイ 農薬・肥料
市内業者 ﾁｮｳｴｲ 有限会社チョウエイ 農業用資材・造園資
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 紙ポリ用品
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 包装資材
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 厨房機器
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 その他機械器具
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 食器・調理用品類
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 農薬・肥料
市内業者 ﾁｮｳｹｲ 株式会社長慶 農業用資材・造園資
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 一般廃棄物処分
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 その他賃貸借
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 建物一般清掃
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 し尿収集運搬
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 浄化槽保守点検
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 汚水処理施設維持
市内業者 ﾂｶﾞﾙｴｲｾｲｺｳｼｬ 株式会社津軽衛生公社 その他建物管理設備
市内業者 ﾂｶﾞﾙｶﾞｸﾌﾞﾁ 津軽ガクブチ その他（物品）
市内業者 ﾂｶﾞﾙｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 津軽警備保障株式会社 建築物等警備（人
市内業者 ﾂｶﾞﾙｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 津軽警備保障株式会社 建築物等警備（機
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 有限会社津軽自動車整備工場 車輌整備、修繕
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 有限会社津軽自動車整備工場 車輌買取り
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 有限会社津軽自動車整備工場 古物全般買取り
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 複写機
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 スチール製品
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 各種事務機器
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 事務用品
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 パーソナルコン
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 印刷機
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 電気器具
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 通信機器
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市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 電気器具用消耗品
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 音響機器
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 複写機用紙
市内業者 ﾂｶﾞﾙｼﾞﾑｷ 株式会社津軽事務機 印刷用紙類
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 建物一般清掃
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 建築物等警備（人
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 建築物等警備（機
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 空気環境測定
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 ボイラー熱管理
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 構内除排雪
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 屋根雪下ろし
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 その他建物管理設備
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 医療事務
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 宅配給食サービス
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 電話交換
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾁｸﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 津軽地区建物管理事業協同組合 その他（役務）
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 有限会社津軽防災設備 消防用設備保守点
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 有限会社津軽防災設備 消防用器具類
市内業者 ﾂｶﾞﾙﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 有限会社津軽防災設備 防火対象物点検
市内業者 ﾂﾙﾔ 株式会社つるや北大通り店 その他衣料
市内業者 ﾂﾙﾔ 株式会社つるや北大通り店 寝具
市内業者 ﾂﾙﾔ 株式会社つるや北大通り店 清掃用品
市内業者 ﾂﾙﾔ 株式会社つるや北大通り店 ギフト用品
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 農業用資材・造園資
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 農薬・肥料
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 農業用機械器具
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 木材
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 電動工具類
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 ストーブ
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 電気器具
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 事務用品
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 作業衣
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 履物
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 家具・室内装飾
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 清掃用品
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 食器・調理用品類
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 塗料
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 日用大工用具
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 自転車・オートバイ
市内業者 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑﾎｰﾏｯｸ DCMホーマック株式会社　弘前城東店 寝具
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 複写機
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 パーソナルコン
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 スチール製品
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 印刷機
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 家具・室内装飾
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 機器保守点検
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 選挙用品
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 複写機用紙
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 視聴覚教材
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 看板
市内業者 ﾃｸﾉﾙ 株式会社テクノル　弘前支店 通信機器
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 引越・貨物運送
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 産業廃棄物収集運
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市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 産業廃棄物処分
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 その他運送関連
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 構内除排雪
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 車輌買取り
市内業者 ﾃﾗｻｷ 株式会社寺崎 古物全般買取り
市内業者 ﾃﾗｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社寺崎自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ﾃﾗｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社寺崎自動車 車輌買取り
市内業者 ﾃﾗｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社寺崎自動車 保険代理
市内業者 ﾃﾗｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社寺崎自動車 自動車用品
市内業者 ﾃﾗｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 株式会社寺崎自動車 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 自動車用品
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 電動工具類
市内業者 ﾃﾗｻｷﾀｲﾔ 寺崎タイヤ株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾃﾗｼﾏﾀﾀﾐｺｳﾃﾝ 寺嶋畳工店 畳、上敷
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション 電算処理
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション 機器保守点検
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション システム開発
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション システム保守点検
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション その他コンピュータ
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション パーソナルコン
市内業者 ﾃﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社テラソリューション 電気器具用消耗品
市内業者 ﾃﾙｲｾｲｻｸｺｳｷﾞｮｳ テルイ製作工業 保育教材
市内業者 ﾃﾙｲｾｲｻｸｺｳｷﾞｮｳ テルイ製作工業 スポーツ用品
市内業者 ﾃﾙｲｾｲｻｸｺｳｷﾞｮｳ テルイ製作工業 遊具保守点検
市内業者 ﾃﾞﾝﾕｳ 株式会社デンユウ 消防用設備保守点
市内業者 ﾄﾞｱｰｽﾞ 株式会社ドアーズ その他（役務）
市内業者 ﾄｲｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社樋川自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ﾄｲｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社樋川自動車 保険代理
市内業者 ﾄｲｶﾜｼｬﾘｮｳ 有限会社樋川車輌 自動車
市内業者 ﾄｲｶﾜｼｬﾘｮｳ 有限会社樋川車輌 車輌賃貸借
市内業者 ﾄｲｶﾜｼｬﾘｮｳ 有限会社樋川車輌 車輌買取り
市内業者 ﾄｳｵｳｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 株式会社東奥アドシステム　弘前営業所 広告代理
市内業者 ﾄｳｵｳｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 株式会社東奥アドシステム　弘前営業所 イベント企画・運営
市内業者 ﾄｳｵｳｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 株式会社東奥アドシステム　弘前営業所 その他広告イベント
市内業者 ﾄｳｵｳｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 株式会社東奥アドシステム　弘前営業所 会場設営・撤去
市内業者 ﾄｳｵｳｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 株式会社東奥アドシステム　弘前営業所 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 浄化槽清掃
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 浄化槽保守点検
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 排水管清掃
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳｵｳｼﾞｮｳｶｾﾝﾀｰ 株式会社東奥浄化センター 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾄｳｶﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社東管サービス ストーブ
市内業者 ﾄｳｶﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社東管サービス ストーブ分解掃除
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 システム開発
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 システム保守点検
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 機器保守点検
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 スチール製品
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 複写機
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 電算処理
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 その他コンピュータ
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 通信機器
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市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 音響機器
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 その他（物品）
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 フォーム用紙
市内業者 ﾄｳｺｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東光コンピュータ・サービス株式会社　弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 ボイラー保守点検
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 空調ダクト清掃
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 地下タンク等保守点
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 ガス設備保守点検
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 その他建物管理設備
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 エレベーター保守点
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 水道施設維持管理
市内業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷ 東弘電機株式会社 汚水処理施設維持
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 医薬
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 プロパンガス
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 石油製品
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 電気機械
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 ストーブ
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 厨房機器
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 その他燃料
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 電動工具類
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 電気器具
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 その他機械器具
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 スチール製品
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 農業用機械器具
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸　弘前事業所 ガス設備保守点検
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 理化学機器
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 その他機械器具
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 その他建物管理設備
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 その他（物品）
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 光学機器
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 プール用薬品
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 保安用品・用具
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学株式会社 計測量機器
市内業者 ﾄｳﾌﾞﾃﾞﾝｾﾂ 東武電設株式会社 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾌﾞﾃﾞﾝｾﾂ 東武電設株式会社 消防用器具類
市内業者 ﾄｳﾌﾞﾃﾞﾝｾﾂ 東武電設株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾄｳﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社東邦設備工業所 上水道用資材
市内業者 ﾄｳﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社東邦設備工業所 下水道用資材
市内業者 ﾄｳﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社東邦設備工業所 その他原材料
市内業者 ﾄｳﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社東邦設備工業所 ボイラー保守点検
市内業者 ﾄｳﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社東邦設備工業所 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 医薬
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 ワクチン
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 医療品
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 プール用薬品
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 一般市販薬
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 医療衣
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
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市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 茶
市内業者 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品株式会社　弘前営業所 調味料類
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 プール用薬品
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 理化学機器
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 計測量機器
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 農薬・肥料
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 印刷用紙類
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 医療用機械器具
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 介護用機器・用品
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 農業用資材・造園資
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 理化学教材
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 視聴覚教材
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 光学機器
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 その他機械器具
市内業者 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品株式会社 医療品
市内業者 ﾄｳﾎｸｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂ 有限会社東北環境開発 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 履物
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 医療衣
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 作業衣
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 その他衣料
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 帽子
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 ギフト用品
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳﾌｸ 株式会社東北企業服 保安用品・用具
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 古物全般買取り
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 車輌買取り
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 金属屑買取り
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 産業廃棄物処分
市内業者 ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝ 有限会社東北クリーン 特管産業廃棄物収
市内業者 ﾄｳﾎｸｼｽﾃﾑ 東北システム株式会社 介護用機器・用品
市内業者 ﾄｳﾎｸｼｽﾃﾑ 東北システム株式会社 理化学機器
市内業者 ﾄｳﾎｸｼｽﾃﾑ 東北システム株式会社 計測量機器
市内業者 ﾄｳﾎｸｼｽﾃﾑ 東北システム株式会社 その他機械器具
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 石油製品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 自動車
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 車輌整備、修繕
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 自動車用品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの ストーブ
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの その他賃貸借
市内業者 ﾄｳﾎｸﾀﾝｸｼｮｳｶｲ ｾﾙﾌﾂｶﾉ 株式会社東北タンク商会　セルフつかの 車輌買取り
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 通信機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 音響機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 複写機
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 パーソナルコン
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾂｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東北通信工業株式会社 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 舞台機器操作
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス イベント企画・運営
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 会場設営・撤去
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス その他広告イベント
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス システム開発
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス システム保守点検
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市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 機器保守点検
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 電算処理
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス その他コンピュータ
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス パーソナルコン
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 音響機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 通信機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 理化学機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 光学機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 計測量機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス その他機械器具
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 電気器具
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 電気器具用消耗品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス その他賃貸借
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 各種事務機器
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス スチール製品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 事務用品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 複写機
市内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 株式会社東北データーサービス 選挙用品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾀﾁ 株式会社東北日立　弘前支店 電気機械
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾀﾁ 株式会社東北日立　弘前支店 電動工具類
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾀﾁ 株式会社東北日立　弘前支店 電気器具用消耗品
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 建物一般清掃
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 建築物環境衛生管
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 空調ダクト清掃
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン 空気環境測定
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 有限会社東北ビルプラン その他（役務）
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎﾞｳｻｲｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北防災サービス 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎﾞｳｻｲｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北防災サービス 防火対象物点検
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎﾞｳｻｲｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北防災サービス 消防用器具類
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎﾞｳｻｲｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北防災サービス その他（役務）
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎｿｳ 株式会社東北舗装 アスファルト資材
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎｿｳ 株式会社東北舗装 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾄｳﾎｸﾎｿｳ 株式会社東北舗装 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 地下タンク等清掃
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 地下タンク等保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 地下タンク等漏洩検
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス ボイラー保守点検
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 空調ダクト清掃
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 産業廃棄物処分
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 特管産業廃棄物収
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 特管産業廃棄物処
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス その他（役務）
市内業者 ﾄｳﾎｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 有限会社東北メンテナンスサービス 建築物環境衛生管
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 建物一般清掃
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 建築物等警備（人
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 建築物等警備（機
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 空気環境測定
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 ねずみ・昆虫等防除
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市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 ボイラー保守点検
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 建築物環境衛生管
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 防火対象物点検
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 その他建物管理設備
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 電話交換
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 労働力派遣
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 清掃用品
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 トイレットペーパー
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 紙ポリ用品
市内業者 ﾄｳﾖｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 東洋建物管理株式会社　弘前支社 消防用器具類
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 建物一般清掃
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 建築物等警備（人
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 空気環境測定
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 建築物環境衛生管
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 清掃用品
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 トイレットペーパー
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 電話交換
市内業者 ﾄｳﾖｳﾋﾞｿｳ 有限会社東洋美装 その他調査及び研究
市内業者 ﾄｳﾜﾚｼﾞｽﾀｰｼｽﾃﾑ 東和レジスターシステム株式会社 広告用品
市内業者 ﾄｳﾜﾚｼﾞｽﾀｰｼｽﾃﾑ 東和レジスターシステム株式会社 各種事務機器
市内業者 ﾄｰｵｰｶﾞｯｷ トーオー楽器株式会社 楽器
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 建物一般清掃
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 建築物等警備（人
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 ボイラー熱管理
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 電話交換
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 空気環境測定
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 消防用設備保守点
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 消防用器具類
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 建築物環境衛生管
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 給食調理
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 屋根雪下ろし
市内業者 ﾄｰｿｰ 株式会社トーソー　弘前支店 その他建物管理設備
市内業者 ﾄｽﾈｯﾄｷﾀﾄｳﾎｸ 株式会社トスネット北東北　弘前営業所 建築物等警備（人
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 活版・オフセット印刷
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 その他特殊印刷
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 広告代理
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 印刷用紙類
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 選挙用品
市内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱ 凸版メディア株式会社 広告用品
市内業者 ﾄﾅｰｻﾎﾟｰﾄ 有限会社トナーサポート その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾄﾔﾏﾉｳｻﾞｲ トヤマ農材株式会社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾄﾔﾏﾉｳｻﾞｲ トヤマ農材株式会社 農薬・肥料
市内業者 ﾄﾔﾏﾉｳｻﾞｲ トヤマ農材株式会社 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾄﾔﾏﾉｳｻﾞｲ トヤマ農材株式会社 農業用資材・造園資
市内業者 ﾄﾔﾏﾉｳｻﾞｲ トヤマ農材株式会社 プール用薬品
市内業者 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｱｵﾓﾘ 株式会社トヨタレンタリース青森　弘前神田店 車輌賃貸借
市内業者 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｱｵﾓﾘ 株式会社トヨタレンタリース青森　弘前神田店 保険代理
市内業者 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｱｵﾓﾘ 株式会社トヨタレンタリース青森　弘前神田店 通信機器
市内業者 ﾅｶﾞｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社永澤興業 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾅｶﾞｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社永澤興業 保安用品・用具
市内業者 ﾅｶﾞｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社永澤興業 看板
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市内業者 ﾅｶﾞｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社永澤興業 アスファルト資材
市内業者 ﾅｶﾞｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社永澤興業 塗料
市内業者 ﾅｶｻﾝ 株式会社中三　弘前店 百貨店
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ スポーツ用品
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ 畳、上敷
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ 履物
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ その他衣料
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ 帽子
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾅｶｼﾞﾏｽﾎﾟｰﾂ 有限会社ナカジマスポーツ テント
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 一般教材
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 理化学教材
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 視聴覚教材
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 書籍
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 保育教材
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 スポーツ用品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 楽器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 光学機器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 音響機器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 事務用品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 各種事務機器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 スチール製品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 印刷用紙類
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 複写機用紙
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 計測量機器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 通信機器
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 紙ポリ用品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 印章
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 日用雑貨
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 塗料
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 清掃用品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 食器・調理用品類
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 日用大工用具
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 テント
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 電動工具類
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 プール用薬品
市内業者 ﾅｶﾀｷｮｳｻﾞｲｼｬ 有限会社中田教材社 履物
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 システム開発
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 システム保守点検
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 電算処理
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 機器保守点検
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 その他コンピュータ
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 パーソナルコン
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 その他特殊印刷
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 その他（物品）
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 遊具保守点検
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 保育教材
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 木工製品
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 看板
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 スポーツ用品
市内業者 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前株式会社 その他（役務）
市内業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社　弘前営業所 自動ドア保守点検
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市内業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ 上水道用資材
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ 下水道用資材
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ 消防用器具類
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ 電動工具類
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ ストーブ
市内業者 ﾅﾗﾄﾓ 株式会社ナラトモ 電気機械
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 建物一般清掃
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 建築物等警備（人
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 ボイラー熱管理
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 ボイラー保守点検
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 空気環境測定
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 消防用設備保守点
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 建築物環境衛生管
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 空調ダクト清掃
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 電話交換
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 医療事務
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 屋根雪下ろし
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 構内除排雪
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 清掃用品
市内業者 ﾅﾘｼｮｳﾋﾞﾙｶﾝﾘ 成商ビル管理株式会社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾅﾘﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 成田自動車整備工場 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾅﾘﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 成田自動車整備工場 自動車用品
市内業者 ﾅﾘﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 成田自動車整備工場 車輌整備、修繕
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 事務用品
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 一般食料品
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 茶
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 調味料類
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 清掃用品
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 日用雑貨
市内業者 ﾅﾘﾀｼｮｳﾃﾝ 成田商店 紙ポリ用品
市内業者 ﾅﾘﾀｾｲｶ 有限会社成田青果 青果物
市内業者 ﾅﾘﾀﾀﾀﾐｺｳﾃﾝ 成田畳工店　弘前店 畳、上敷
市内業者 ﾅﾘﾀﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社成田電機工業所 その他機械器具
市内業者 ﾅﾘﾀﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社成田電機工業所 電気機械
市内業者 ﾅﾘﾀﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 有限会社成田電機工業所 電動工具類
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 書籍
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 一般教材
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 理化学教材
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 視聴覚教材
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 事務用品
市内業者 ﾅﾘﾀﾎﾝﾃﾝ 株式会社成田本店　外商センター弘前営業所 スチール製品
市内業者 ﾅﾙﾐｶﾐﾃﾝ 株式会社鳴海紙店 複写機用紙
市内業者 ﾅﾙﾐｶﾐﾃﾝ 株式会社鳴海紙店 トイレットペーパー
市内業者 ﾅﾙﾐｶﾐﾃﾝ 株式会社鳴海紙店 印刷用紙類
市内業者 ﾅﾙﾐｶﾐﾃﾝ 株式会社鳴海紙店 事務用品
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 医薬
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 医療品
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 その他賃貸借
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 光学機器
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 理化学機器
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市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ 株式会社南部医理科　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾆｼｶﾞｵｶｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 西ケ丘照明堂 ストーブ
市内業者 ﾆｼｶﾞｵｶｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 西ケ丘照明堂 電気器具
市内業者 ﾆｼｶﾞｵｶｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 西ケ丘照明堂 電気器具用消耗品
市内業者 ﾆｼｶﾞｵｶｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 西ケ丘照明堂 通信機器
市内業者 ﾆｼｶﾞｵｶｼｮｳﾒｲﾄﾞｳ 西ケ丘照明堂 音響機器
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 計測量機器
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 理化学機器
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 スチール製品
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 印刷用紙類
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 各種事務機器
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 光学機器
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 その他賃貸借
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 パーソナルコン
市内業者 ﾆｼｺｳｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社西村組 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社西村組 会場設営・撤去
市内業者 ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社西村組 仮設材賃貸借
市内業者 ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社西村組 その他賃貸借
市内業者 ﾆﾁｴｲｳﾝﾕｺｳｷﾞｮｳ 有限会社日栄運輸興業 引越・貨物運送
市内業者 ﾆﾁｴｲｳﾝﾕｺｳｷﾞｮｳ 有限会社日栄運輸興業 学校給食運搬
市内業者 ﾆﾁｴｲｳﾝﾕｺｳｷﾞｮｳ 有限会社日栄運輸興業 その他運送関連
市内業者 ﾆﾁｴｲｳﾝﾕｺｳｷﾞｮｳ 有限会社日栄運輸興業 宅配便
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 電気器具
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 電気器具用消耗品
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 音響機器
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 通信機器
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 電気機械
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 ストーブ
市内業者 ﾆﾁｾﾞﾝﾃﾞﾝｷ 株式会社日善電気 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 自動車
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 特殊車輌
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 自動車用品
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 擬装・架装
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 車輌整備、修繕
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 車輌買取り
市内業者 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵﾋﾛｻｷ 株式会社日産サティオ弘前 保険代理
市内業者 ﾆｯｻﾝﾌﾞﾋﾝｱｵﾓﾘﾊﾝﾊﾞｲ 日産部品青森販売株式会社　弘前営業所 自動車用品
市内業者 ﾆｯｻﾝﾌﾞﾋﾝｱｵﾓﾘﾊﾝﾊﾞｲ 日産部品青森販売株式会社　弘前営業所 電動工具類
市内業者 ﾆｯｻﾝﾌﾞﾋﾝｱｵﾓﾘﾊﾝﾊﾞｲ 日産部品青森販売株式会社　弘前営業所 その他機械器具
市内業者 ﾆｯｼﾝｼｬｻﾄｳﾊﾀﾃﾝ 日進社　佐藤旗店 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾆｯﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社日東自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ﾆｯﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社日東自動車 擬装・架装
市内業者 ﾆｯﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社日東自動車 自動車
市内業者 ﾆｯﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社日東自動車 自動車用品
市内業者 ﾆｯﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社日東自動車 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 システム開発
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 機器保守点検
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 システム保守点検
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 電算処理
市内業者 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 日本事務器株式会社　弘前営業所 その他コンピュータ
市内業者 ﾆﾎﾝｱｲﾜｼｽﾃﾑ 日本アイワシステム株式会社 パーソナルコン
市内業者 ﾆﾎﾝｱｲﾜｼｽﾃﾑ 日本アイワシステム株式会社 その他ＯＡ機器・用品
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市内業者 ﾆﾎﾝｱｲﾜｼｽﾃﾑ 日本アイワシステム株式会社 システム開発
市内業者 ﾆﾎﾝｱｲﾜｼｽﾃﾑ 日本アイワシステム株式会社 システム保守点検
市内業者 ﾉｰｽｽﾃｰｼﾞ ノースステージ 会場設営・撤去
市内業者 ﾉｰｽｽﾃｰｼﾞ ノースステージ 舞台機器操作
市内業者 ﾉｰｽｽﾃｰｼﾞ ノースステージ イベント企画・運営
市内業者 ﾉｰｽｽﾃｰｼﾞ ノースステージ その他広告イベント
市内業者 ﾊﾟｰﾙﾄﾞｳ 有限会社パール堂 フィルム・DPE
市内業者 ﾊﾟｰﾙﾄﾞｳ 有限会社パール堂 光学機器
市内業者 ﾊﾟｰﾙﾄﾞｳ 有限会社パール堂 電気器具用消耗品
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 一般市販薬
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 医薬
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 ワクチン
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 医療品
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 医療用機械器具
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 介護用機器・用品
市内業者 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 株式会社バイタルネット　弘前支店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾊｶﾞｵﾄｼｮｳﾃﾝ 羽賀音商店 日用雑貨
市内業者 ﾊｶﾞｵﾄｼｮｳﾃﾝ 羽賀音商店 清掃用品
市内業者 ﾊｶﾞｵﾄｼｮｳﾃﾝ 羽賀音商店 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾊｶﾞｵﾄｼｮｳﾃﾝ 羽賀音商店 紙ポリ用品
市内業者 ﾊｶﾞｵﾄｼｮｳﾃﾝ 羽賀音商店 包装資材
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 清掃用品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 日用雑貨
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 ギフト用品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 紙ポリ用品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 食器・調理用品類
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 日用大工用具
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 履物
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 屋根材
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 縄
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 厨房機器
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 介護用機器・用品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 シート
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 その他（物品）
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 木材
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 スチール製品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 スポーツ用品
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 塗料
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 農業用資材・造園資
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 その他燃料
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 畳、上敷
市内業者 ﾊｶﾞﾁｭｳｼｮｳﾃﾝ 有限会社羽賀忠商店 電気器具
市内業者 ﾊｷﾞﾜﾗﾆｭｳｷﾞｮｳ 萩原乳業株式会社 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾊｷﾞﾜﾗﾆｭｳｷﾞｮｳ 萩原乳業株式会社 一般食料品
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス その他機械器具
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス ボイラー保守点検
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス ストーブ
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス プール用薬品
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス 上水道用資材
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス 下水道用資材
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス 計測量機器
市内業者 ﾊｼﾓﾄﾎﾞｲﾗｰｷｶｲｻｰﾋﾞｽ 株式会社橋本ボイラー機械サービス ボイラー熱管理
市内業者 ﾊｾｶﾞﾜﾃｯｺｳ 株式会社長谷川鉄工 その他（物品）
市内業者 ﾊﾟｯｼｮﾝ 株式会社パッション システム開発
市内業者 ﾊﾟｯｼｮﾝ 株式会社パッション 電算処理
市内業者 ﾊﾟｯｼｮﾝ 株式会社パッション システム保守点検
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市内業者 ﾊﾟｯｼｮﾝ 株式会社パッション その他コンピュータ
市内業者 ﾊﾅｼｮｳﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社花正電気商会 電気器具
市内業者 ﾊﾅｼｮｳﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社花正電気商会 電気器具用消耗品
市内業者 ﾊﾅｼｮｳﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社花正電気商会 音響機器
市内業者 ﾊﾅｼｮｳﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社花正電気商会 ストーブ
市内業者 ﾊﾅｼｮｳﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社花正電気商会 通信機器
市内業者 ﾊﾅﾀﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｷﾞｮｳ 有限会社花田自動車工業 車輌整備、修繕
市内業者 ﾊﾅﾀﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｷﾞｮｳ 有限会社花田自動車工業 車輌買取り
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 日用雑貨
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 日用大工用具
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 農業用資材・造園資
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 電動工具類
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 ギフト用品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 履物
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 農業用機械器具
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 消防用器具類
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 テント
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 シート
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 清掃用品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 計測量機器
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 電気機械
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 電気器具
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 貴金属
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 帽子
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 塗料
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 作業衣
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 寝具
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 畳、上敷
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 縄
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 仮設材
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 スチール製品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 保安用品・用具
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 農薬・肥料
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 懸垂幕
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 家具・室内装飾
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 食器・調理用品類
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 選挙用品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 トイレットペーパー
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾊﾅﾀﾞﾃｻﾝｷﾞｮｳ 花楯産業株式会社　弘前営業所 事務用品
市内業者 ﾊﾞﾅﾅｽﾀｼﾞｵ 有限会社バナナスタジオ その他広告イベント
市内業者 ﾊﾟﾅﾌﾟﾗｻﾞｵﾀﾞｷﾞﾘﾃﾞﾝｷ 有限会社パナプラザおだぎりでんき 電気器具
市内業者 ﾊﾟﾅﾌﾟﾗｻﾞｵﾀﾞｷﾞﾘﾃﾞﾝｷ 有限会社パナプラザおだぎりでんき 電気器具用消耗品
市内業者 ﾊﾟﾅﾌﾟﾗｻﾞｵﾀﾞｷﾞﾘﾃﾞﾝｷ 有限会社パナプラザおだぎりでんき 通信機器
市内業者 ﾊﾟﾅﾌﾟﾗｻﾞｵﾀﾞｷﾞﾘﾃﾞﾝｷ 有限会社パナプラザおだぎりでんき 音響機器
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 各種事務機器
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 スチール製品
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 事務用品
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 複写機
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 印刷機
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 複写機用紙
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市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 印刷用紙類
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 パーソナルコン
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 保安用品・用具
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 光学機器
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 計測量機器
市内業者 ﾊﾏﾅｼｮｳﾃﾝ 有限会社ハマナ商店 電気器具用消耗品
市内業者 ﾊﾔｼﾄﾘｮｳ 有限会社林塗料 塗料
市内業者 ﾊﾔｼﾄﾘｮｳ 有限会社林塗料 その他機械器具
市内業者 ﾊﾔｼﾄﾘｮｳ 有限会社林塗料 その他原材料
市内業者 ﾊﾗｯﾊﾟ 特定非営利活動法人harappa 舞台機器操作
市内業者 ﾊﾗｯﾊﾟ 特定非営利活動法人harappa 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ﾊﾗｯﾊﾟ 特定非営利活動法人harappa イベント企画・運営
市内業者 ﾊﾗｯﾊﾟ 特定非営利活動法人harappa 会場設営・撤去
市内業者 ﾊﾗｯﾊﾟ 特定非営利活動法人harappa その他広告イベント
市内業者 ﾊﾘﾔﾏﾃﾞﾝｷ 張山電氣株式会社 電気機械
市内業者 ﾊﾘﾔﾏﾃﾞﾝｷ 張山電氣株式会社 通信機器
市内業者 ﾊﾘﾔﾏﾃﾞﾝｷ 張山電氣株式会社 電気器具
市内業者 ﾊﾘﾔﾏﾃﾞﾝｷ 張山電氣株式会社 音響機器
市内業者 ﾋﾞｰｴﾑｴﾙ 株式会社ビー・エム・エル　弘前営業所 その他（役務）
市内業者 ﾋｶｹﾞｼｭﾋﾞｮｳｴﾝ 有限会社日景種苗園 植栽管理
市内業者 ﾋｶｹﾞｼｭﾋﾞｮｳｴﾝ 有限会社日景種苗園 その他賃貸借
市内業者 ﾋｶｹﾞｼｭﾋﾞｮｳｴﾝ 有限会社日景種苗園 生花・植木
市内業者 ﾋｶｹﾞｼｭﾋﾞｮｳｴﾝ 有限会社日景種苗園 農業用資材・造園資
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 その他建物管理設備
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 浄化槽清掃
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 浄化槽保守点検
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 有限会社東日本環境保全工業 汚水処理施設維持
市内業者 ﾋｸﾞﾁｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 樋口自転車商会 自転車・オートバイ
市内業者 ﾋｸﾞﾁｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 樋口自転車商会 軽除雪機
市内業者 ﾋｸﾞﾁﾎｽﾋﾟﾀﾙｻﾌﾟﾗｲ 樋口ホスピタルサプライ株式会社　弘前営業所 医療品
市内業者 ﾋｸﾞﾁﾎｽﾋﾟﾀﾙｻﾌﾟﾗｲ 樋口ホスピタルサプライ株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ﾋｸﾞﾁﾎｽﾋﾟﾀﾙｻﾌﾟﾗｲ 樋口ホスピタルサプライ株式会社　弘前営業所 介護用機器・用品
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 パーソナルコン
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 通信機器
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 システム開発
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 電算処理
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 機器保守点検
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 システム保守点検
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 その他コンピュータ
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 複写機
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 電気器具
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 各種事務機器
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 スチール製品
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 古物全般買取り
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 事務用品
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 印刷用紙類
市内業者 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社ビジネスサービス　弘前支店 フォーム用紙
市内業者 ﾋﾞｯｸﾞｳｲﾝｸﾞ 株式会社ビッグ・ウイング 旅客運送
市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 青果物
市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 調味料類
市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 一般食料品
市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 水産物
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市内業者 ﾋｬｸｼﾞﾝｼｮｳﾃﾝ 百神商店 紙ポリ用品
市内業者 ﾋﾖｺｼｬ ひよこ舎 保育教材
市内業者 ﾋﾗﾔﾏﾏﾝﾈﾝﾄﾞｳ 平山万年堂 事務用品
市内業者 ﾋﾗﾔﾏﾏﾝﾈﾝﾄﾞｳ 平山万年堂 複写機
市内業者 ﾋﾗﾔﾏﾏﾝﾈﾝﾄﾞｳ 平山万年堂 ギフト用品
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 建物一般清掃
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 建築物等警備（人
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 建築物環境衛生管
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート その他建物管理設備
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 消防用設備保守点
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 電話交換
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート ボイラー熱管理
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート ボイラー保守点検
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 清掃用品
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート トイレットペーパー
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 消防用器具類
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 構内除排雪
市内業者 ﾋﾞﾙｱｰﾄ 有限会社ビルアート 屋根雪下ろし
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 農薬・肥料
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 農業用資材・造園資
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 青果物
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 包装資材
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 紙ポリ用品
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾋﾛｶﾌﾞﾂﾘｭｳ 株式会社弘果物流 菓子類、餅
市内業者 ﾋﾛｻｷｲｯｼﾝﾄﾞｳ 有限会社弘前一心堂 その他（物品）
市内業者 ﾋﾛｻｷｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽﾊﾝﾊﾞｲｸﾐｱｲ 有限会社弘前エルピーガス販売組合 石油製品
市内業者 ﾋﾛｻｷｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽﾊﾝﾊﾞｲｸﾐｱｲ 有限会社弘前エルピーガス販売組合 プロパンガス
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽ 弘前ガス株式会社 厨房機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽ 弘前ガス株式会社 プロパンガス
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽ 弘前ガス株式会社 上水道用資材
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽ 弘前ガス株式会社 下水道用資材
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 石油製品
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 ストーブ
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 自動車用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 その他機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾞｽｼｮｳｼﾞ 株式会社弘前ガス商事 ガス設備保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 石油製品
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 自動車用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 引越・貨物運送
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾓﾂ 有限会社弘前貨物 学校給食運搬
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｶﾝﾘ 弘前環境管理協同組合 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｶﾝﾘ 弘前環境管理協同組合 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｶﾝﾘ 弘前環境管理協同組合 特管産業廃棄物収
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｶﾝﾘ 弘前環境管理協同組合 車輌買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 弘前環境整備事業協同組合 汚水処理施設維持
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 弘前環境整備事業協同組合 浄化槽清掃
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 弘前環境整備事業協同組合 浄化槽保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 弘前環境整備事業協同組合 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 ギフト用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 カップ、旗、バッヂ
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市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 日用雑貨
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 書籍
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 菓子類、餅
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 食器・調理用品類
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 その他衣料
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 その他（物品）
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 青果物
市内業者 ﾋﾛｻｷｶﾝｺｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前管工事業協同組合 水道施設維持管理
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｷ 弘前建機株式会社 特殊車輌
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｷ 弘前建機株式会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｷ 弘前建機株式会社 車輌買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｷ 弘前建機株式会社 その他賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｻﾞｲ 弘前建材株式会社 生コン・セメント
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｻﾞｲ 弘前建材株式会社 農業用車輌
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｻﾞｲ 弘前建材株式会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｻﾞｲ 弘前建材株式会社 農業用機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷｹﾝｻﾞｲ 弘前建材株式会社 軽除雪機
市内業者 ﾋﾛｻｷｺｳｶﾞｸｼｻﾞｲ 有限会社弘前光学資材 設計図書の複写・販
市内業者 ﾋﾛｻｷｺｳｶﾞｸｼｻﾞｲ 有限会社弘前光学資材 その他特殊印刷
市内業者 ﾋﾛｻｷｺｳｶﾞｸｼｻﾞｲ 有限会社弘前光学資材 その他（物品）
市内業者 ﾋﾛｻｷｺｳｶﾞｸｼｻﾞｲ 有限会社弘前光学資材 その他コンピュータ
市内業者 ﾋﾛｻｷｺﾞｳﾄﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 協業組合弘前合同警備保障 建築物等警備（機
市内業者 ﾋﾛｻｷｺﾞｳﾄﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 協業組合弘前合同警備保障 建築物等警備（人
市内業者 ﾋﾛｻｷｺﾞｳﾄﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 協業組合弘前合同警備保障 電話交換
市内業者 ﾋﾛｻｷｺﾞｳﾄﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 協業組合弘前合同警備保障 消防用設備保守点
市内業者 ﾋﾛｻｷｺﾞｳﾄﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 協業組合弘前合同警備保障 消防用器具類
市内業者 ﾋﾛｻｷｻｲｾｷﾊﾝﾊﾞｲ 弘前砕石販売有限会社 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾋﾛｻｷｼｹﾞﾝｻｲｾｲｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前資源再生事業協同組合 その他建物管理設備
市内業者 ﾋﾛｻｷｼｹﾞﾝｻｲｾｲｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前資源再生事業協同組合 産業廃棄物処分
市内業者 ﾋﾛｻｷｼｹﾞﾝｻｲｾｲｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前資源再生事業協同組合 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｼｹﾞﾝｻｲｾｲｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前資源再生事業協同組合 金属屑買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｼｹﾞﾝｻｲｾｲｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前資源再生事業協同組合 古物全般買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 菓子類、餅
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 ギフト用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 一般食料品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 青果物
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 書籍
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 麺類
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾌﾞｯｻﾝｷｮｳｶｲ 公益社団法人弘前市物産協会 調味料類
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾐﾄﾞﾘﾉｷｮｳｶｲ 一般財団法人弘前市みどりの協会 植栽管理
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 各種事務機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 スチール製品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 事務用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 複写機
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 印刷機
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 木工製品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 家具・室内装飾
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 電気器具
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 電気器具用消耗品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 厨房機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 介護用機器・用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 懸垂幕
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 日用雑貨
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 複写機用紙
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市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 印刷用紙類
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 パーソナルコン
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 フォーム用紙
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 保育教材
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 保安用品・用具
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 光学機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 計測量機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 電気機械
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 通信機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 音響機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 スポーツ用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 看板
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 食器・調理用品類
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 清掃用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 トイレットペーパー
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 日用大工用具
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 紙ポリ用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 包装資材
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 寝具
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 作業衣
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 ギフト用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞﾑｷｷｼｮｳｶｲ 株式会社弘前事務機器商会 帽子
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 一般廃棄物処分
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 産業廃棄物処分
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 特管産業廃棄物収
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 構内除排雪
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 その他コンピュータ
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 システム開発
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 システム保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 電算処理
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 車輌買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 古物全般買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 車輌賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 その他賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 植栽管理
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 その他原材料
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｭｳｷ 有限会社弘前重機 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 建築物環境衛生管
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 建物一般清掃
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 飲料水水質検査
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 排水管清掃
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 浄化槽清掃
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 浄化槽保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 浄化槽汚泥運搬
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター 汚水処理施設維持
市内業者 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｶｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社弘前浄化槽センター その他（役務）
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 上水道用資材
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 下水道用資材
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 消防用器具類
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 ストーブ
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市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 厨房機器
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 その他機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 消防用設備保守点
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 ボイラー保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 ガス設備保守点検
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 地下タンク等保守点
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 水道施設維持管理
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 空調ダクト清掃
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 ボイラー熱管理
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 汚水処理施設維持
市内業者 ﾋﾛｻｷｽｲﾄﾞｳ 株式会社弘前水道 その他建物管理設備
市内業者 ﾋﾛｻｷｾｲｿｳ 弘前清掃株式会社 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｾｲｿｳ 弘前清掃株式会社 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞ 弘前綜合警備株式会社 建築物等警備（人
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 特殊車輌
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 擬装・架装
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 自動車用品
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 消防用器具類
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 電気機械
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 古物全般買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷｿｳｺﾞｳｼｬﾘｮｳ 弘前総合車輌株式会社 車輌買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｸﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮﾄﾞｳｸﾐｱｲ 弘前地区電気工事業協同組合 消防用器具類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁﾎｳｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 弘前地方森林組合 木材
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁﾎｳｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 弘前地方森林組合 その他（役務）
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁﾎｳｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 弘前地方森林組合 その他（物品）
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 一般食料品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 精肉、食肉加工
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 水産物
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 青果物
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 茶
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 麺類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 菓子類、餅
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 製菓原材料
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｭｳｵｳｷﾞｮﾙｲ 株式会社弘前中央魚類 調味料類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｮｽｲｿｳｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳ 弘前貯水槽管理事業協同組合 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾋﾛｻｷﾁｮｽｲｿｳｶﾝﾘｼﾞｷﾞｮｳ 弘前貯水槽管理事業協同組合 飲料水水質検査
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 弘前電気工事株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 弘前電気工事株式会社 電気機械
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 弘前電気工事株式会社 電気器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 弘前電気工事株式会社 音響機器
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾝｼｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾃﾝ 株式会社弘前天賞堂本店 医療用機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾃﾝｼｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾃﾝ 株式会社弘前天賞堂本店 貴金属
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄｳｷﾞｮｳ 弘前糖業株式会社 一般食料品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄｳｷﾞｮｳ 弘前糖業株式会社 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄｳｷﾞｮｳ 弘前糖業株式会社 茶
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄｳｷﾞｮｳ 弘前糖業株式会社 調味料類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄｳｷﾞｮｳ 弘前糖業株式会社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 クリーニング
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 その他賃貸借
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 家具・室内装飾
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 清掃用品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 トイレットペーパー
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 日用雑貨
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 履物
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市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 寝具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 医療衣
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 作業衣
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 その他衣料
市内業者 ﾋﾛｻｷﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｳｼﾞｮｳ 株式会社弘前ドライクリーニング工場 帽子
市内業者 ﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳ 株式会社弘前燃料 プロパンガス
市内業者 ﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳ 株式会社弘前燃料 石油製品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳ 株式会社弘前燃料 ストーブ
市内業者 ﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳ 株式会社弘前燃料 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾋﾛｻｷﾈﾝﾘｮｳ 株式会社弘前燃料 厨房機器
市内業者 ﾋﾛｻｷﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社弘前バッテリー社 自動車用品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾊﾞｯﾃﾘｰｼｬ 株式会社弘前バッテリー社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷﾋﾔﾘﾝｸﾞ 有限会社弘前ヒヤリング 医療用機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾋﾔﾘﾝｸﾞ 有限会社弘前ヒヤリング 通信機器
市内業者 ﾋﾛｻｷﾋﾔﾘﾝｸﾞ 有限会社弘前ヒヤリング その他機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾋﾔﾘﾝｸﾞ 有限会社弘前ヒヤリング 計測量機器
市内業者 ﾋﾛｻｷﾌﾞﾗｻﾞｰ 株式会社弘前ブラザー その他（物品）
市内業者 ﾋﾛｻｷﾌﾞﾗｻﾞｰ 株式会社弘前ブラザー パーソナルコン
市内業者 ﾋﾛｻｷﾌﾞﾗｻﾞｰ 株式会社弘前ブラザー その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾌﾞﾗｻﾞｰ 株式会社弘前ブラザー 電気器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｳﾄｸｶｲ 社会福祉法人弘前豊徳会 車輌買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｳﾄｸｶｲ 社会福祉法人弘前豊徳会 古物全般買取り
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｿｳ 弘前舗装株式会社 アスファルト資材
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｿｳ 弘前舗装株式会社 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｿｳ 弘前舗装株式会社 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎｿｳ 弘前舗装株式会社 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎﾞﾃﾞｰ 有限会社弘前ボデー 車輌整備、修繕
市内業者 ﾋﾛｻｷﾎﾞﾃﾞｰ 有限会社弘前ボデー 擬装・架装
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 医療品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 医療用機械器具
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 光学機器
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 介護用機器・用品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 電気器具用消耗品
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 医療衣
市内業者 ﾋﾛｻｷﾔﾏｶﾞﾐｲｶ 株式会社弘前山上医科 寝具
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 事務用品
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 スポーツ用品
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 食器・調理用品類
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 日用雑貨
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 履物
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 寝具
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 医療衣
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 作業衣
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 帽子
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 ギフト用品
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 選挙用品
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 株式会社弘商 家具・室内装飾
市内業者 ﾋﾛｼｮｳ 有限会社弘勝 保険代理
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 電気器具
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 電気機械
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 屋根雪下ろし
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 構内除排雪
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 ストーブ
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 通信機器
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 音響機器
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 厨房機器
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市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 電動工具類
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 その他機械器具
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 保安用品・用具
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 広告代理
市内業者 ﾋﾛﾃﾞﾝ ヒロデン株式会社 広告用品
市内業者 ﾌｧｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ファインガレージ 車輌買取り
市内業者 ﾌｧｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ファインガレージ 自動車
市内業者 ﾌｧｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ファインガレージ 特殊車輌
市内業者 ﾌｧｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ファインガレージ 自動車用品
市内業者 ﾌｧｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ファインガレージ 車輌整備、修繕
市内業者 ﾌｸｲ 株式会社フク井 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾌｸｲ 株式会社フク井 車輌整備、修繕
市内業者 ﾌｸｲ 株式会社フク井 自動車用品
市内業者 ﾌｸｲ 株式会社フク井 石油製品
市内業者 ﾌｸｻﾜｲﾝｻﾂ 福沢印刷 活版・オフセット印刷
市内業者 ﾌｸｼｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 福士自動車整備工場 車輌整備、修繕
市内業者 ﾌｸﾀﾞﾃﾞﾝｼｷﾀﾄｳﾎｸﾊﾝﾊﾞｲ フクダ電子北東北販売株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸｷﾀﾄｳﾎｸ フクダライフテック北東北株式会社　弘前営業所 その他賃貸借
市内業者 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸｷﾀﾄｳﾎｸ フクダライフテック北東北株式会社　弘前営業所 医療用機械器具
市内業者 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸｷﾀﾄｳﾎｸ フクダライフテック北東北株式会社　弘前営業所 医療品
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 農業用資材・造園資
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 一般食料品
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 米穀
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 製菓原材料
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 農薬・肥料
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 包装資材
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 構内除排雪
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 屋根雪下ろし
市内業者 ﾌｸﾃｲ 株式会社フクテイ 労働力派遣
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 消防用器具類
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 擬装・架装
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 消防用設備保守点
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 防火対象物点検
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 ガス設備保守点検
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 医薬
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 保安用品・用具
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 電気機械
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 その他燃料
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 介護用機器・用品
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 電動工具類
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 プール用薬品
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 ストーブ
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 医療用機械器具
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 仮設材
市内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｶｲ 株式会社富士商会 農業用機械器具
市内業者 ﾌｼﾞｼﾛｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 株式会社藤代自動車鈑金 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾌｼﾞｼﾛｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 株式会社藤代自動車鈑金 自動車用品
市内業者 ﾌｼﾞｼﾛｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 株式会社藤代自動車鈑金 車輌整備、修繕
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 複写機
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 パーソナルコン
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 複写機用紙
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 通信機器
市内業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス株式会社　弘前出張所 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾉｳｷｼｮｳｶｲ 藤田農機商会 農業用車輌
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市内業者 ﾌｼﾞﾀﾉｳｷｼｮｳｶｲ 藤田農機商会 農業用機械器具
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾉｳｷｼｮｳｶｲ 藤田農機商会 軽除雪機
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾌｫｰﾄｽﾀｼﾞｵ フジタ・フォート・スタジオ フィルム・DPE
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾌｫｰﾄｽﾀｼﾞｵ フジタ・フォート・スタジオ 光学機器
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾍﾞｲｺｸﾃﾝ 有限会社藤田米穀店 石油製品
市内業者 ﾌｼﾞﾀﾍﾞｲｺｸﾃﾝ 有限会社藤田米穀店 米穀
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 石油製品
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 プロパンガス
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 ストーブ
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾌｼﾞﾐｿｳｷﾞｮｳ 冨士見総業株式会社 自動車用品
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 上水道用資材
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 下水道用資材
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 保安用品・用具
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 消防用器具類
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 電動工具類
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 ストーブ
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 厨房機器
市内業者 ﾌｼﾞﾑﾗｷｷ 藤村機器株式会社　本社営業部 電気機械
市内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｸﾞﾘｰﾝ 株式会社藤本グリーン 農薬・肥料
市内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｸﾞﾘｰﾝ 株式会社藤本グリーン 農業用資材・造園資
市内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｸﾞﾘｰﾝ 株式会社藤本グリーン スポーツ用品
市内業者 ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾆｼﾞｭｳｲﾁ 有限会社プライド２１ 自動車
市内業者 ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾆｼﾞｭｳｲﾁ 有限会社プライド２１ 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾆｼﾞｭｳｲﾁ 有限会社プライド２１ 自動車用品
市内業者 ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾆｼﾞｭｳｲﾁ 有限会社プライド２１ 車輌整備、修繕
市内業者 ﾌﾗﾜｰﾊｳｽﾊﾅｺﾄﾊﾞ 有限会社フラワーハウス花ことば 生花・植木
市内業者 ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社フラワー・メディカル 医療品
市内業者 ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社フラワー・メディカル 医療用機械器具
市内業者 ﾌﾙﾃｯｸ フルテック株式会社　弘前営業所 自動ドア保守点検
市内業者 ﾌﾙﾃｯｸ フルテック株式会社　弘前営業所 その他（物品）
市内業者 ﾌﾞﾝｶｼﾔｯﾀｰ 文化シヤッター株式会社　弘前営業所 その他（物品）
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 建物一般清掃
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 空気環境測定
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 建築物環境衛生管
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 屋根雪下ろし
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 清掃用品
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 トイレットペーパー
市内業者 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 平成ビル管理有限会社 日用雑貨
市内業者 ﾍｲﾜｳﾝﾕ 有限会社平和運輸 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾍｲﾜｳﾝﾕ 有限会社平和運輸 構内除排雪
市内業者 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 株式会社ベンチマーク 計測量機器
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 汚水処理施設維持
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 特管産業廃棄物収
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 産業廃棄物処分
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 排水管清掃
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理株式会社　弘前営業所 浄化槽保守点検
市内業者 ﾎｸｴｲﾃﾞﾝｷ 有限会社北栄電機 電気機械
市内業者 ﾎｸｴｲﾃﾞﾝｷ 有限会社北栄電機 電動工具類
市内業者 ﾎｸｴｲﾃﾞﾝｷ 有限会社北栄電機 その他機械器具
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 仮設材賃貸借
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 その他賃貸借
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 仮設材
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市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 保安用品・用具
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 農業用機械器具
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 電動工具類
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾎｸｴｲﾄｳﾎｸ 株式会社ホクエイ東北　弘前支店 生コン・セメント
市内業者 ﾎｸｾｲｺｳﾂｳ 北星交通株式会社 その他運送関連
市内業者 ﾎｸｾｲｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞ 北星自動車整備株式会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾎｸﾄ 株式会社北斗 アスファルト資材
市内業者 ﾎｸﾄ 株式会社北斗 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾎｸﾄ 株式会社北斗 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾎｸﾄ 株式会社北斗 構内除排雪
市内業者 ﾎｸﾄ 株式会社北斗 屋根雪下ろし
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 医療用機械器具
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 医療品
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 医薬
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 介護用機器・用品
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 その他賃貸借
市内業者 ﾎｸﾄｲﾘｶ 株式会社北斗医理科 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 建物一般清掃
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 建築物等警備（人
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 建築物環境衛生管
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 空気環境測定
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 ねずみ・昆虫等防除
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 ボイラー熱管理
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 電話交換
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 清掃用品
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 トイレットペーパー
市内業者 ﾎｸﾄﾋﾞﾙｿｳｺﾞｳｶﾝﾘ 北都ビル総合管理有限会社 屋根雪下ろし
市内業者 ﾎｸﾄﾎﾞｳｻｲ 北都防災株式会社 消防用設備保守点
市内業者 ﾎｸﾄﾎﾞｳｻｲ 北都防災株式会社 防火対象物点検
市内業者 ﾎｸﾄﾎﾞｳｻｲ 北都防災株式会社 消防用器具類
市内業者 ﾎｼｻﾞｷﾄｳﾎｸ ホシザキ東北株式会社　弘前営業所 厨房機器
市内業者 ﾎｼｻﾞｷﾄｳﾎｸ ホシザキ東北株式会社　弘前営業所 機器保守点検
市内業者 ﾎﾘｴｸﾞﾐ 株式会社堀江組 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾏｴﾀﾞｼｭﾙｲｼｮｸﾋﾝﾊﾝﾊﾞｲ 前田酒類食品販売株式会社 青果物
市内業者 ﾏｴﾀﾞｼｭﾙｲｼｮｸﾋﾝﾊﾝﾊﾞｲ 前田酒類食品販売株式会社 一般食料品
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 自動車
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 自転車・オートバイ
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 特殊車輌
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 農業用車輌
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 自動車用品
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 擬装・架装
市内業者 ﾏｶﾅｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 有限会社蒔苗自動車 車輌整備、修繕
市内業者 ﾏｽｶﾞﾀｳﾝｿｳ 有限会社桝形運送 引越・貨物運送
市内業者 ﾏｽｶﾞﾀｳﾝｿｳ 有限会社桝形運送 その他運送関連
市内業者 ﾏｽｶﾞﾀｳﾝｿｳ 有限会社桝形運送 学校給食運搬
市内業者 ﾏｽｶﾞﾀｳﾝｿｳ 有限会社桝形運送 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾏｽﾀｾｷﾕﾃﾝ 増田石油店 石油製品
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 ワクチン
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 介護用機器・用品
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 農薬・肥料
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 医薬
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 農業用資材・造園資
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 医療用機械器具
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市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 融雪（防塵）剤
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 プール用薬品
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 医療品
市内業者 ﾏﾁﾀﾞｱﾝﾄﾞﾏﾁﾀﾞｼｮｳｶｲ 株式会社町田アンド町田商会　 一般市販薬
市内業者 ﾏﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 有限会社松岡自動車鈑金 自動車
市内業者 ﾏﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 有限会社松岡自動車鈑金 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾏﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 有限会社松岡自動車鈑金 自動車用品
市内業者 ﾏﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 有限会社松岡自動車鈑金 車輌整備、修繕
市内業者 ﾏﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 有限会社松岡自動車鈑金 車輌買取り
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 ストーブ
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 電気器具
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 通信機器
市内業者 ﾏﾂｼﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞ 松島電機商事有限会社 音響機器
市内業者 ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰﾐﾁﾉｸ 株式会社マツダレンタカーみちのく　弘前店 車輌賃貸借
市内業者 ﾏﾙｲﾁｾｷﾕｼｮｳｶｲ 有限会社丸一石油商会 石油製品
市内業者 ﾏﾙｲﾁｾｷﾕｼｮｳｶｲ 有限会社丸一石油商会 自動車用品
市内業者 ﾏﾙｲﾁｾｷﾕｼｮｳｶｲ 有限会社丸一石油商会 車輌整備、修繕
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 構内除排雪
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 屋根雪下ろし
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 車輌賃貸借
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 植栽管理
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 遊具保守点検
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 文化財調査
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 水道施設維持管理
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 その他広告イベント
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 その他建物管理設備
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 車輌買取り
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 その他運送関連
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 その他調査及び研究
市内業者 ﾏﾙｶﾝｹﾝｾﾂ 丸勘建設株式会社 金属屑買取り
市内業者 ﾏﾙｷｼﾞｭｳﾘｮｳｳﾝﾕｱｵﾓﾘ 丸喜重量運輸青森株式会社 学校給食運搬
市内業者 ﾏﾙｷｼﾞｭｳﾘｮｳｳﾝﾕｱｵﾓﾘ 丸喜重量運輸青森株式会社 引越・貨物運送
市内業者 ﾏﾙｷｼﾞｭｳﾘｮｳｳﾝﾕｱｵﾓﾘ 丸喜重量運輸青森株式会社 構内除排雪
市内業者 ﾏﾙﾁｮｳ 株式会社マル長 その他機械器具
市内業者 ﾏﾙﾁｮｳ 株式会社マル長 その他（役務）
市内業者 ﾏﾙﾁｮｳ 株式会社マル長 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾏﾙﾊｻﾝｷﾞｮｳ マルハ産業株式会社　弘前営業所 石油製品
市内業者 ﾏﾙﾊｻﾝｷﾞｮｳ マルハ産業株式会社　弘前営業所 プロパンガス
市内業者 ﾏﾙﾊｻﾝｷﾞｮｳ マルハ産業株式会社　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾏﾙﾊｻﾝｷﾞｮｳ マルハ産業株式会社　弘前営業所 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾏﾙﾋﾞｼｼｮｳｼﾞ 有限会社丸菱商事 生コン・セメント
市内業者 ﾏﾙﾋﾞｼｼｮｳｼﾞ 有限会社丸菱商事 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾏﾙﾋﾞｼｼｮｳｼﾞ 有限会社丸菱商事 コンクリート二次製品
市内業者 ﾏﾙﾋﾞｼｼｮｳｼﾞ 有限会社丸菱商事 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾏﾙﾏﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ マルマンコンピュータサービス株式会社 パーソナルコン
市内業者 ﾏﾙﾏﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ マルマンコンピュータサービス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾏﾙﾏﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ マルマンコンピュータサービス株式会社 その他コンピュータ
市内業者 ﾏﾙﾕｳｳﾝｿｳ 株式会社丸祐運送 引越・貨物運送
市内業者 ﾏﾙﾕｳｳﾝｿｳ 株式会社丸祐運送 宅配便
市内業者 ﾏﾙﾕｳｳﾝｿｳ 株式会社丸祐運送 学校給食運搬
市内業者 ﾏﾙﾕｳｳﾝｿｳ 株式会社丸祐運送 その他運送関連
市内業者 ﾏﾙﾜｺｶﾞﾀｳﾝｿｳ マルワ小型運送有限会社 引越・貨物運送
市内業者 ﾏﾙﾜｺｶﾞﾀｳﾝｿｳ マルワ小型運送有限会社 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾏﾝｼﾞｼｬﾐｾﾝﾃﾝ マンジ三味線店 楽器
市内業者 ﾐｳﾗｺｳﾑﾃﾝ 三浦工務店 その他（役務）
市内業者 ﾐｳﾗｺｳﾑﾃﾝ 三浦工務店 選挙看板設置・撤去
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市内業者 ﾐｳﾗｺｳﾑﾃﾝ 三浦工務店 その他運送関連
市内業者 ﾐｳﾗｺｳﾑﾃﾝ 三浦工務店 構内除排雪
市内業者 ﾐｳﾗｺｳﾑﾃﾝ 三浦工務店 屋根雪下ろし
市内業者 ﾐｳﾗｿﾞｳｴﾝ 有限会社三浦造園 植栽管理
市内業者 ﾐｳﾗｿﾞｳｴﾝ 有限会社三浦造園 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾐｳﾗｿﾞｳｴﾝ 有限会社三浦造園 農業用資材・造園資
市内業者 ﾐｳﾗｿﾞｳｴﾝ 有限会社三浦造園 その他原材料
市内業者 ﾐｶｻﾔﾓﾁﾃﾝ 三笠屋餅店 菓子類、餅
市内業者 ﾐｶﾐｹﾝｻﾞｲ 株式会社三上建材 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾐｶﾐｺｳｷﾞｮｳ 株式会社三上興業 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾐｶﾐｻｲｾｷ 株式会社三上砕石 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾐｶﾐｻｲｾｷ 株式会社三上砕石 産業廃棄物処分
市内業者 ﾐｶﾐｻｲｾｷｳﾝﾕ 株式会社三上砕石運輸 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾐｶﾐｻｲｾｷｳﾝﾕ 株式会社三上砕石運輸 学校給食運搬
市内業者 ﾐｶﾐｻｲｾｷｳﾝﾕ 株式会社三上砕石運輸 その他運送関連
市内業者 ﾐｶﾐｻﾞｲﾓｸﾃﾝ 株式会社三上材木店 木材
市内業者 ﾐｶﾐｻﾞｲﾓｸﾃﾝ 株式会社三上材木店 屋根材
市内業者 ﾐｶﾐｻﾞｲﾓｸﾃﾝ 株式会社三上材木店 その他原材料
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 株式会社三上重機建設 構内除排雪
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 株式会社三上重機建設 屋根雪下ろし
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 株式会社三上重機建設 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 株式会社三上重機建設 砕石・砂利・砂・土
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳﾀｸｾｯｹｲ 有限会社三上住宅設計 木材
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳﾀｸｾｯｹｲ 有限会社三上住宅設計 構内除排雪
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳﾀｸｾｯｹｲ 有限会社三上住宅設計 屋根雪下ろし
市内業者 ﾐｶﾐｼﾞｭｳﾀｸｾｯｹｲ 有限会社三上住宅設計 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾐｶﾐﾄﾞﾎﾞｸ 有限会社三上土木 車輌買取り
市内業者 ﾐｶﾐﾎｰﾌﾟﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 合資会社三上ホープモーター商会 車輌整備、修繕
市内業者 ﾐｶﾐﾎｰﾌﾟﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 合資会社三上ホープモーター商会 擬装・架装
市内業者 ﾐｶﾐﾎｰﾌﾟﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 合資会社三上ホープモーター商会 保険代理
市内業者 ﾐｶﾐﾎｰﾌﾟﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 合資会社三上ホープモーター商会 自動車用品
市内業者 ﾐｶﾐﾎｰﾌﾟﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 合資会社三上ホープモーター商会 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 ストーブ
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 厨房機器
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 電気器具
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 電気器具用消耗品
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 通信機器
市内業者 ﾐｶﾐﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ 有限会社三上無線電気 音響機器
市内業者 ﾐｸﾆｼｮｳｼﾞ 三国商事株式会社　弘前バイパス給油所 石油製品
市内業者 ﾐｸﾆｼｮｳｼﾞ 三国商事株式会社　弘前バイパス給油所 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾐｸﾆｼｮｳｼﾞ 三国商事株式会社　弘前バイパス給油所 自動車用品
市内業者 ﾐﾀﾏｻﾝｷﾞｮｳ 三珠産業株式会社 音響機器
市内業者 ﾐﾀﾏｻﾝｷﾞｮｳ 三珠産業株式会社 その他賃貸借
市内業者 ﾐﾀﾏｻﾝｷﾞｮｳ 三珠産業株式会社 その他機械器具
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 保安用品・用具
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 消防用器具類
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 看板
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 アスファルト資材
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 消防用設備保守点
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 懸垂幕
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 日用大工用具
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 帽子
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 その他広告イベント
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 作業衣
市内業者 ﾐﾁﾉｸｱﾝｾﾞﾝ 有限会社みちのく安全 木工製品
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 農業用車輌
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 農業用機械器具
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市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 軽除雪機
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 電気機械
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 電動工具類
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 農業用資材・造園資
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 厨房機器
市内業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　弘前店 その他（物品）
市内業者 ﾐﾁﾉｸｿﾞｳｴﾝ 有限会社みちのく造園 植栽管理
市内業者 ﾐﾁﾉｸﾘｰｽ みちのくリース株式会社　弘前支店 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾐﾁﾉｸﾘｰｽ みちのくリース株式会社　弘前支店 車輌賃貸借
市内業者 ﾐﾁﾉｸﾘｰｽ みちのくリース株式会社　弘前支店 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾐﾁﾉｸﾘｰｽ みちのくリース株式会社　弘前支店 その他賃貸借
市内業者 ﾐﾂｳﾛｺ 株式会社ミツウロコ　弘前店 石油製品
市内業者 ﾐﾂｳﾛｺ 株式会社ミツウロコ　弘前店 ストーブ
市内業者 ﾐﾂｳﾛｺ 株式会社ミツウロコ　弘前店 プロパンガス
市内業者 ﾐﾂｳﾛｺ 株式会社ミツウロコ　弘前店 その他燃料
市内業者 ﾐﾅｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞ 皆川自動車整備有限会社 車輌整備、修繕
市内業者 ﾐﾅｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞ 皆川自動車整備有限会社 特殊車輌
市内業者 ﾐﾅｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞ 皆川自動車整備有限会社 軽除雪機
市内業者 ﾐﾅﾐｹﾝｾﾂ 株式会社南建設 選挙看板設置・撤去
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 麺類
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 青果物
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 トイレットペーパー
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 精肉、食肉加工
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 一般食料品
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 米穀
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 厨房機器
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 電気器具
市内業者 ﾐﾉｾｼｮｸﾋﾝ 美濃清食品株式会社 給食調理
市内業者 ﾐﾔｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｼﾞｮｳ 宮川自動車工場 その他（役務）
市内業者 ﾐﾔｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｼﾞｮｳ 宮川自動車工場 車輌整備、修繕
市内業者 ﾐﾔｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｼﾞｮｳ 宮川自動車工場 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾐﾔｶﾜｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｼﾞｮｳ 宮川自動車工場 自動車用品
市内業者 ﾐﾗｲﾌﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ミライフ東日本株式会社　青森支店 プロパンガス
市内業者 ﾐﾗｲﾌﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ミライフ東日本株式会社　青森支店 石油製品
市内業者 ﾐﾗｲﾌﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ミライフ東日本株式会社　青森支店 ストーブ
市内業者 ﾐﾗｲﾌﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ミライフ東日本株式会社　青森支店 厨房機器
市内業者 ﾐﾗｲﾌﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ミライフ東日本株式会社　青森支店 電気器具
市内業者 ﾐﾝﾕｳﾔｸﾋﾝ 株式会社民友薬品 一般市販薬
市内業者 ﾐﾝﾕｳﾔｸﾋﾝ 株式会社民友薬品 介護用機器・用品
市内業者 ﾑﾂｼﾝﾎﾟｳｼｬ 株式会社陸奥新報社 広告代理
市内業者 ﾑﾂｼﾝﾎﾟｳｼｬ 株式会社陸奥新報社 イベント企画・運営
市内業者 ﾑﾂｼﾝﾎﾟｳｼｬ 株式会社陸奥新報社 その他広告イベント
市内業者 ﾑﾗｵｶﾃﾞﾝｷ 有限会社村岡電気 その他（役務）
市内業者 ﾑﾗｵｶﾃﾞﾝｷ 有限会社村岡電気 電気器具
市内業者 ﾑﾗｵｶﾃﾞﾝｷ 有限会社村岡電気 電気器具用消耗品
市内業者 ﾑﾗｵｶﾃﾞﾝｷ 有限会社村岡電気 通信機器
市内業者 ﾑﾗｵｶﾃﾞﾝｷ 有限会社村岡電気 音響機器
市内業者 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 有限会社メディカルコーポレーション 医療品
市内業者 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 有限会社メディカルコーポレーション 医療用機械器具
市内業者 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 有限会社メディカルコーポレーション 介護用機器・用品
市内業者 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 有限会社メディカルコーポレーション 医療衣
市内業者 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 有限会社メディカルコーポレーション 理化学機器
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 一般市販薬
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 医薬
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 ワクチン
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 医療品
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 医療用機械器具
市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 介護用機器・用品
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市内業者 ﾒﾃﾞｨｾｵ 株式会社メディセオ　弘前・五所川原支店 化学工業薬品・試薬
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 一般食料品
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 水産物
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 青果物
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 茶
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 米穀
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 麺類
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 菓子類、餅
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 製菓原材料
市内業者 ﾓﾘﾚｲ 株式会社モリレイ弘前営業所 調味料類
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 一般市販薬
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 医療品
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 介護用機器・用品
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 プール用薬品
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾔｷﾞﾊｼﾔｯｷｮｸ 株式会社八木橋薬局 トイレットペーパー
市内業者 ﾔﾏｷｼｮｳｶｲ ヤマキ商会 石油製品
市内業者 ﾔﾏｷｼｮｳｶｲ ヤマキ商会 ストーブ分解掃除
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 石油製品
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 特殊車輌
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 自動車用品
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 車輌整備、修繕
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社ヤマケン 車輌賃貸借
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 生コン・セメント
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 コンクリート二次製品
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 道路標識・視線誘導
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 農業用資材・造園資
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 その他原材料
市内業者 ﾔﾏｹﾝ 株式会社山健 下水道用資材
市内業者 ﾔﾏﾀｹ 株式会社　山武 その他原材料
市内業者 ﾔﾏﾀｹ 株式会社　山武 仮設材
市内業者 ﾔﾏﾀｹ 株式会社　山武 その他機械器具
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 複写機
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 パーソナルコン
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 光学機器
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 電気機械
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 電気器具
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 電気器具用消耗品
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 通信機器
市内業者 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 株式会社ヤマダ電機　弘前営業所 音響機器
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 活版・オフセット印刷
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 その他広告イベント
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 その他特殊印刷
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 広告用品
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 事務用品
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 看板
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 懸垂幕
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 軽印刷
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 書籍
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 ギフト用品
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 包装資材
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 紙ポリ用品
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 印刷用紙類
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 複写機用紙
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市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 印刷機
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 フォーム用紙
市内業者 ﾔﾏﾄｲﾝｻﾂ やまと印刷株式会社 イベント企画・運営
市内業者 ﾔﾏﾅｶｷｭｳｷﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社山中久吉商店 電動工具類
市内業者 ﾔﾏﾅｶｷｭｳｷﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社山中久吉商店 日用大工用具
市内業者 ﾔﾏﾅｶｷｭｳｷﾁｼｮｳﾃﾝ 有限会社山中久吉商店 その他原材料
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 自転車・オートバイ
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 車輌整備、修繕
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 農業用機械器具
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 軽除雪機
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 電気機械
市内業者 ﾔﾏﾓﾄｼﾞﾃﾝｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社山本自転車商会 保険代理
市内業者 ﾔﾏﾓﾄﾘｮｸｶ 有限会社やまもと緑化 植栽管理
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 農業用車輌
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 農業用機械器具
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 農業用資材・造園資
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 特殊車輌
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 軽除雪機
市内業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤンマーアグリジャパン株式会社　岩木支店 電気機械
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 建築物環境衛生管
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 建物一般清掃
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 空気環境測定
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 消防用設備保守点
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス ボイラー熱管理
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 屋根雪下ろし
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 労働力派遣
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 消防用器具類
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 清掃用品
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾕｳｱｲﾀﾃﾓﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ユウアイ建物サービス トイレットペーパー
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 特殊車輌
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 擬装・架装
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 自動車
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 車輌整備、修繕
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 車輌買取り
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 自動車用品
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 一般車輌用タイヤ
市内業者 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽ UDトラックス株式会社　弘前カスタマーセンター 特殊車輌用タイヤ
市内業者 ﾕｷﾉﾐｾ 有限会社雪の店 牛乳、乳製品、
市内業者 ﾕﾆｷｬﾘｱ ユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター 特殊車輌
市内業者 ﾕﾆｷｬﾘｱ ユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター 軽除雪機
市内業者 ﾕﾆｷｬﾘｱ ユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター その他機械器具
市内業者 ﾕﾆｷｬﾘｱ ユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター 車輌買取り
市内業者 ﾕﾆｷｬﾘｱ ユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター その他賃貸借
市内業者 ﾕﾘｶｺﾞｱｰﾙ 企業組合ゆりかごR ギフト用品
市内業者 ﾕﾘｶｺﾞｱｰﾙ 企業組合ゆりかごR 介護用機器・用品
市内業者 ﾕﾘｶｺﾞｱｰﾙ 企業組合ゆりかごR 青果物
市内業者 ﾕﾘｶｺﾞｱｰﾙ 企業組合ゆりかごR 福祉機器賃貸借
市内業者 ﾕﾘｶｺﾞｱｰﾙ 企業組合ゆりかごR その他賃貸借
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 広告用品
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 ギフト用品
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 その他衣料
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 日用雑貨
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 その他（物品）
市内業者 ﾖｼｶﾜｺｳｺｸ 株式会社吉川広告 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾖｼﾀﾞﾄｿｳ 有限会社吉田塗装 構内除排雪
市内業者 ﾖｼﾀﾞﾄｿｳ 有限会社吉田塗装 屋根雪下ろし
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市内業者 ﾗｲﾌｲﾝ 株式会社ライフイン 建物一般清掃
市内業者 ﾗｲﾌｲﾝ 株式会社ライフイン 貯水槽清掃・保守点
市内業者 ﾗｲﾌｲﾝ 株式会社ライフイン 屋根雪下ろし
市内業者 ﾗｲﾌｲﾝ 株式会社ライフイン 舞台機器操作
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 複写機
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 印刷機
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 複写機用紙
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 印刷用紙類
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 パーソナルコン
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 フォーム用紙
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 電気器具
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 通信機器
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 機器保守点検
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 光学機器
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 電気器具用消耗品
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 音響機器
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 医療用機械器具
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 理化学機器
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 システム開発
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 システム保守点検
市内業者 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン株式会社　青森支社青森営業部 その他コンピュータ
市内業者 ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 有限会社リサイクル・システムズ 一般廃棄物収集運
市内業者 ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 有限会社リサイクル・システムズ 産業廃棄物収集運
市内業者 ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 有限会社リサイクル・システムズ 産業廃棄物処分
市内業者 ﾘﾍﾞﾛｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 特定非営利活動法人リベロスポーツクラブ スポーツ用品
市内業者 ﾘﾍﾞﾛｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 特定非営利活動法人リベロスポーツクラブ その他衣料
市内業者 ﾘﾍﾞﾛｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 特定非営利活動法人リベロスポーツクラブ カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾘﾝｺﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 有限会社リンゴミュージック イベント企画・運営
市内業者 ﾘﾝｺﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 有限会社リンゴミュージック 映像・音楽ソフト等制
市内業者 ﾘﾝｺﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 有限会社リンゴミュージック その他広告イベント
市内業者 ﾘﾝｺﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 有限会社リンゴミュージック 広告代理
市内業者 ﾘﾝｺﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 有限会社リンゴミュージック 会場設営・撤去
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 事務用品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 スチール製品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 各種事務機器
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 その他ＯＡ機器・用品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 印刷機
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 複写機
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 パーソナルコン
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 複写機用紙
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 印刷用紙類
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 フォーム用紙
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 電気器具
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 電気器具用消耗品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 通信機器
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 音響機器
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 光学機器
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 日用雑貨
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 トイレットペーパー
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 石鹸、洗剤類
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 清掃用品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 家具・室内装飾
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 カップ、旗、バッヂ
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 テント
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 木工製品
市内業者 ﾚﾝｺﾞｳｼﾞﾑｷ 株式会社レンゴウ事務機 事務用機器賃貸借
市内業者 ﾜｰｸﾌﾞﾂﾘｭｳ ワーク物流株式会社 引越・貨物運送
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市内業者 ﾜｰｸﾌﾞﾂﾘｭｳ ワーク物流株式会社 学校給食運搬
市内業者 ﾜｰｸﾌﾞﾂﾘｭｳ ワーク物流株式会社 その他運送関連
市内業者 ﾜｲｴｽｶﾝｻﾞｲ 株式会社ワイエス管材　弘前営業所 上水道用資材
市内業者 ﾜｲｴｽｶﾝｻﾞｲ 株式会社ワイエス管材　弘前営業所 下水道用資材
市内業者 ﾜｲｴｽｶﾝｻﾞｲ 株式会社ワイエス管材　弘前営業所 ストーブ
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 電気機械
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 電気器具
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 音響機器
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 通信機器
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 電気器具用消耗品
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 消防用器具類
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 計測量機器
市内業者 ﾜﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 和電工業株式会社 電動工具類
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど 保育教材
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど 木工製品
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど 工芸品、民芸品、漆
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど ギフト用品
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど 木材
市内業者 ﾜﾗﾊﾝﾄﾞ 合同会社わらはんど 家具・室内装飾


