
平成３０年度競争入札参加資格者名簿（30.3.30時点）
地区区分 カナホンシャメイ 業者名 業種名
県外業者 ｱｰｷｼﾞｵ 株式会社アーキジオ　東北 文化財調査
県内業者 ｱｰｸﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社アークネットワークサービス その他機械器具
県内業者 ｱｰｸﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社アークネットワークサービス その他（役務）
県内業者 ｱｰｸﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社アークネットワークサービス 通信機器
県内業者 ｱｰｸﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社アークネットワークサービス 電気器具用消耗品
県外業者 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ アースサポート株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ アースサポート株式会社 介護用機器・用品
県外業者 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ アースサポート株式会社 その他賃貸借
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 建物一般清掃
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー ボイラー熱管理
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 消防用設備保守点検
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 建築物環境衛生管理
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 電話交換
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 水道施設維持管理
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 給食調理
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 清掃用品
県内業者 ｱｰｽﾌｭｰﾁｬｰ 株式会社アース・フューチャー 消防用器具類
県外業者 ｱｰｽﾜｰｸ 株式会社アースワーク 水道施設維持管理
県外業者 ｱｰｽﾜｰｸ 株式会社アースワーク その他（役務）
県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム イベント企画・運営
県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム 広告代理
県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム 会場設営・撤去
県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム その他広告イベント関連
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 その他（役務）
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 その他（物品）
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 通信機器
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 音響機器
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 電気器具
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 電気機械
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 看板
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｶｲﾊﾂ アール・エー・ビー開発株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｷｶｸ 株式会社アール・エー・ビー企画 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｷｶｸ 株式会社アール・エー・ビー企画 イベント企画・運営
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｷｶｸ 株式会社アール・エー・ビー企画 その他広告イベント関連
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｷｶｸ 株式会社アール・エー・ビー企画 視聴覚教材
県内業者 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰｷｶｸ 株式会社アール・エー・ビー企画 保険代理
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット その他（役務）
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット 世論調査・市場調査
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット イベント企画・運営
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット 労働力派遣
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット 電話交換
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット システム開発
県外業者 ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 株式会社アイヴィジット システム保守点検
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 フォーム用紙
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 電算処理
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 機器保守点検
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 システム開発
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 システム保守点検
県外業者 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 電算処理
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 機器保守点検
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 システム開発
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 システム保守点検
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ｱｲｼｰｼｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ 株式会社アイ・シー・シーコンピューターシステム その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｱｲｼｰｼｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ 株式会社アイ・シー・シーコンピューターシステム システム開発
県内業者 ｱｲｼｰｼｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ 株式会社アイ・シー・シーコンピューターシステム システム保守点検
県内業者 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー 活版・オフセット印刷
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー その他特殊印刷
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー 懸垂幕
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー 帽子
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー ギフト用品
県内業者 ｱｲﾃｨｰ 有限会社アイティー カップ、旗、バッヂ
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー システム開発
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー 労働力派遣
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー 事務用機器賃貸借
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー 通信機器
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー 電算処理
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー 機器保守点検
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー システム保守点検
県外業者 ｱｲﾃｨﾌｫｰ 株式会社アイティフォー その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 計画策定
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 システム開発
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 システム保守点検
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 電算処理
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 労働力派遣
県外業者 ｱｲﾃｨﾌﾞｯｸ ＩＴｂｏｏｋ株式会社 機器保守点検
県外業者 ｱｲﾃｯｸ アイテック株式会社　盛岡支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｱｲﾃｯｸ アイテック株式会社　盛岡支店 水道施設維持管理
県外業者 ｱｲﾃｯｸ アイテック株式会社　盛岡支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 電算処理
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 機器保守点検
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 システム開発
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 システム保守点検
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｲﾈｽ 株式会社アイネス　東北支社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｱｲﾋﾞｰｼﾞｪｰｴﾙﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｱｲﾋﾞｰｼﾞｪｰｴﾙﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｱｲﾎｰ 株式会社アイホー　盛岡営業所 厨房機器
県外業者 ｱｲﾎｰ 株式会社アイホー　盛岡営業所 食器・調理用品類
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 その他賃貸借
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 その他（役務）
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 事務用機器賃貸借



県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 電算処理
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 システム開発
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 システム保守点検
県外業者 ｱｲﾕｰｹｲ 株式会社アイ・ユー・ケイ　イン・エックス事業本部 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｵｲｺｳｷﾞｮｳ 葵工業株式会社 その他（物品）
県外業者 ｱｵｲｺｳｷﾞｮｳ 葵工業株式会社 看板
県外業者 ｱｵｲｺｳｷﾞｮｳ 葵工業株式会社 その他特殊印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｴｺｻｲｸﾙｻﾝｷﾞｮｳ 青森エコサイクル産業協同組合 スポーツ用品
県内業者 ｱｵﾓﾘｴｺｻｲｸﾙｻﾝｷﾞｮｳ 青森エコサイクル産業協同組合 農薬・肥料
県内業者 ｱｵﾓﾘｵﾌｾｯﾄｲﾝｻﾂ 青森オフセット印刷株式会社 活版・オフセット印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｵﾌｾｯﾄｲﾝｻﾂ 青森オフセット印刷株式会社 その他特殊印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター パーソナルコンピュータ
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 事務用機器賃貸借
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 電算処理
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター システム開発
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター システム保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 機器保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター その他コンピュータ関連
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター その他機械器具
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 世論調査・市場調査
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 複写機
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター スチール製品
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 各種事務機器
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 通信機器
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター フォーム用紙
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 翻訳・通訳・速記
県内業者 ｱｵﾓﾘｷｮｳﾄﾞｳｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 株式会社青森共同計算センター 労働力派遣
県内業者 ｱｵﾓﾘｸﾘｰﾝ 株式会社青森クリーン 産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘｸﾘｰﾝ 株式会社青森クリーン 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘｸﾘｰﾝ 株式会社青森クリーン 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｵﾓﾘｸﾘｰﾝ 株式会社青森クリーン 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 一般食料品
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 牛乳、乳製品、ジュース
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 精肉、食肉加工
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 水産物
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 青果物
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 米穀
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 麺類
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 菓子類、餅
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 調味料類
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 公益財団法人青森県学校給食会 石鹸、洗剤類
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｺｳｷｮｳｼｮｸﾀｸﾄｳｷｼﾎｳｼｮｼｷｮｳｶｲ 一般社団法人青森県公共嘱託登記司法書士協会 その他（役務）
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｺﾛﾆｰｷｮｳｶｲ 社会福祉法人青森県コロニー協会 活版・オフセット印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｺﾛﾆｰｷｮｳｶｲ 社会福祉法人青森県コロニー協会 軽印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｺﾛﾆｰｷｮｳｶｲ 社会福祉法人青森県コロニー協会 その他特殊印刷
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｾｷﾕｼｮｳｷﾞｮｳ 青森県石油商業協同組合 石油製品
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｾｷﾕｼｮｳｷﾞｮｳ 青森県石油商業協同組合 プロパンガス
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｾｷﾕｼｮｳｷﾞｮｳ 青森県石油商業協同組合 一般車輌用タイヤ
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝｾｷﾕｼｮｳｷﾞｮｳ 青森県石油商業協同組合 自動車用品
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ 一般社団法人青森県薬剤師会　衛生検査センター 飲料水水質検査
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ 一般社団法人青森県薬剤師会　衛生検査センター その他調査及び研究関連
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 建物一般清掃
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 建築物環境衛生管理
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 空気環境測定
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 飲料水水質検査
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 ねずみ・昆虫等防除
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 建築物等警備（人的）
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 ボイラー保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘﾁﾖﾀﾞ 青森千代田株式会社 医療用機械器具
県内業者 ｱｵﾓﾘﾆｯﾄｳｷﾞｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社青森日東義肢製作所 その他（物品）
県内業者 ｱｵﾓﾘﾆｯﾄｳｷﾞｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社青森日東義肢製作所 介護用機器・用品
県内業者 ｱｵﾓﾘﾋｭｰﾑ 有限会社青森ヒューム コンクリート二次製品
県内業者 ｱｵﾓﾘﾋｭｰﾑ 有限会社青森ヒューム 下水道用資材
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 地下タンク等漏洩検査
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 地下タンク等清掃
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 地下タンク等保守点検
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘﾕｶｺｳｷﾞｮｳ 青森油化工業株式会社 その他（物品）
県内業者 ｱｵﾓﾘﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ 青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社 一般廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ 青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｵﾓﾘﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ 青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ 青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｱｵﾓﾘﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 青森レコードマネジメントサービス株式会社 その他（役務）
県内業者 ｱｵﾓﾘﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 青森レコードマネジメントサービス株式会社 システム開発
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 フォーム印刷
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 活版・オフセット印刷
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 印刷用紙類
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 フォーム用紙
県外業者 ｱｷﾀｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝ 秋田印刷製本株式会社 その他（物品）
県外業者 ｱｷﾀｶﾝｷｮｳｿｸﾃｲｾﾝﾀｰ 秋田環境測定センター株式会社 アスベスト等分析調査
県外業者 ｱｷﾀｶﾝｷｮｳｿｸﾃｲｾﾝﾀｰ 秋田環境測定センター株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 クリーニング
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 介護用機器・用品
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 福祉機器賃貸借
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 寝具
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 医療衣
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 作業衣
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 その他衣料
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 帽子
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 清掃用品
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 石鹸、洗剤類
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 トイレットペーパー
県外業者 ｱｷﾀｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ 秋田基準寝具株式会社 履物
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 建築物環境衛生管理
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 建物一般清掃
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 空気環境測定
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 飲料水水質検査
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン 消防用設備保守点検
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン ボイラー熱管理
県外業者 ｱｷﾀﾄｳﾎｸﾀﾞｲｹﾝ 株式会社秋田東北ダイケン ボイラー保守点検
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 電気機械
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 理化学機器
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 通信機器
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 計測量機器
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 水道施設維持管理
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 汚水処理施設維持管理



県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 自家用電気工作物点検等
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 ボイラー保守点検
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 ボイラー熱管理
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電株式会社　向洋電機事業所　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 電算処理
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 計画策定
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 システム開発
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 世論調査・市場調査
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 機器保守点検
県外業者 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリーグ株式会社　東北営業所 システム保守点検
県内業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 ボイラー保守点検
県内業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 消防用設備保守点検
県内業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 水道施設維持管理
県内業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 空調ダクト清掃
県内業者 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ アサヒプリテック株式会社　青森営業所 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ アサヒプリテック株式会社　青森営業所 産業廃棄物処分
県内業者 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ アサヒプリテック株式会社　青森営業所 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ アサヒプリテック株式会社　青森営業所 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｱｻﾋﾚｲｷｺｳｷﾞｮｳ 旭冷機工業株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ｱｻﾋﾚｲｷｺｳｷﾞｮｳ 旭冷機工業株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 計画策定
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測株式会社　青森営業所 文化財調査
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 計画策定
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 電算処理
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 システム開発
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 システム保守点検
県外業者 ｱｼｽﾄ アシスト株式会社 軽印刷
県外業者 ｱｼｽﾄﾜﾝｴﾅｼﾞｰ 株式会社　アシストワンエナジー その他（物品）
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 システム開発
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 電算処理
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 システム保守点検
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 計画策定
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 機器保守点検
県外業者 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ﾄｳﾎｸｼﾃﾝ 株式会社アスコ大東　東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙ アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙ アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー東北支店 電気機械
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 計測量機器
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門株式会社　青森営業所 通信機器
県外業者 ｱﾃﾞｺ アデコ株式会社　盛岡支社 労働力派遣
県外業者 ｱﾃﾞｺ アデコ株式会社　盛岡支社 電算処理
県外業者 ｱﾃﾞｺ アデコ株式会社　盛岡支社 システム開発
県外業者 ｱﾃﾞｺ アデコ株式会社　盛岡支社 システム保守点検
県外業者 ｱﾃﾞｺ アデコ株式会社　盛岡支社 世論調査・市場調査
県外業者 ｱﾃﾅｼﾞﾑｷ 株式会社アテナ事務機 選挙用品
県外業者 ｱﾃﾅｼﾞﾑｷ 株式会社アテナ事務機 事務用品
県外業者 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント その他（役務）
県内業者 ｱﾈｽｺ 株式会社アネスコ その他（役務）
県外業者 ｱｰﾊﾞﾝｴﾅｼﾞｰ アーバンエナジー株式会社 その他（物品）
県外業者 ｱｰﾊﾞﾝｴﾅｼﾞｰ アーバンエナジー株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 電算処理
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 機器保守点検
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 システム開発
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 システム保守点検
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 計画策定
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 医療事務
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 広告代理
県外業者 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アビームコンサルティング株式会社 その他広告イベント関連
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ システム開発
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ システム保守点検
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ その他コンピュータ関連
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ 広告代理
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ イベント企画・運営
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ その他広告イベント関連
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ 世論調査・市場調査
県外業者 ｱﾌﾛﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞ 有限会社アフロディレクターズ その他調査及び研究関連
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 各種事務機器
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 電気機械
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 その他（物品）
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 その他賃貸借
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 機器保守点検
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 システム開発
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 システム保守点検
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社　盛岡営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｱﾑｺﾝ アムコン株式会社 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ｱﾗｲｼｮｳｶｲ 株式会社新井商会 車輌買取り
県外業者 ｱﾙｶ 株式会社アルカ 文化財調査
県外業者 ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 その他（役務）
県外業者 ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 通信機器
県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 その他機械器具
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 消防用設備保守点検
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 空気環境測定
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 ボイラー熱管理
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 自家用電気工作物点検等
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 建物一般清掃
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 トイレットペーパー
県外業者 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト株式会社　東北支社 電気器具用消耗品
県内業者 ｲｶﾘｼｮｳﾄﾞｸ イカリ消毒株式会社　八戸営業所 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｲｹﾀﾞ 株式会社池田 農薬・肥料
県外業者 ｲｹﾀﾞ 株式会社池田 農業用資材・造園資材



県外業者 ｲｹﾀﾞ 株式会社池田 融雪（防塵）剤
県外業者 ｲｹﾀﾞ 株式会社池田 その他（役務）
県外業者 ｲｹﾀﾞ 株式会社池田 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 石垣メンテナンス株式会社東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 石垣メンテナンス株式会社東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 石垣メンテナンス株式会社東北支店 その他機械器具
県外業者 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 石垣メンテナンス株式会社東北支店 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｲﾁﾌｼﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 一冨士フードサービス株式会社　北海道・東北支社 給食調理
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 水道施設維持管理
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 浄化槽保守点検
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｲﾄｳﾁｭｳｴﾈｸｽ 伊藤忠エネクス株式会社電力・ガス事業グループ その他（物品）
県外業者 ｲﾋﾞｿｸ 株式会社イビソク　仙台支店 文化財調査
県外業者 ｲﾋﾞｿｸ 株式会社イビソク　仙台支店 その他賃貸借
県外業者 ｲﾋﾞｿｸ 株式会社イビソク　仙台支店 システム開発
県外業者 ｲﾋﾞｿｸ 株式会社イビソク　仙台支店 労働力派遣
県内業者 ｲﾘｴ 株式会社イリエ トイレットペーパー
県内業者 ｲﾘｴ 株式会社イリエ その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｲﾘｴ 株式会社イリエ 介護用機器・用品
県内業者 ｲﾘｴ 株式会社イリエ 日用雑貨
県内業者 ｲﾘｴ 株式会社イリエ 医療用機械器具
県外業者 ｲﾜｺｰ イワコー株式会社 その他（物品）
県外業者 ｲﾜｺｰ イワコー株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｲﾜｺｰ イワコー株式会社 その他機械器具
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 その他（役務）
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 その他広告イベント関連
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 システム開発
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 世論調査・市場調査
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 書籍
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 各種事務機器
県外業者 ｲﾝﾀﾗｯｸｷﾀﾆﾎﾝ 株式会社インタラック北日本 その他（役務）
県外業者 ｲﾝﾀﾗｯｸｷﾀﾆﾎﾝ 株式会社インタラック北日本 労働力派遣
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 システム開発
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 システム保守点検
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 機器保守点検
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 電算処理
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｲﾝﾌｫｺﾑ インフォコム株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 株式会社インフォマティクス システム開発
県外業者 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 株式会社インフォマティクス 電算処理
県外業者 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 株式会社インフォマティクス パーソナルコンピュータ
県外業者 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 株式会社インフォマティクス その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン 一般廃棄物処分
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン 一般廃棄物収集運搬
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン その他建物管理設備関連
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン 古物全般買取り
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン 日用雑貨
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン その他（物品）
県外業者 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社ウィズウェイストジャパン シート
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 システム開発
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｬﾊﾟﾝ ヴェオリア・ジャパン株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｬﾊﾟﾝ ヴェオリア・ジャパン株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｬﾊﾟﾝ ヴェオリア・ジャパン株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 株式会社ウェザーニューズ その他（役務）
県外業者 ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 株式会社ウェザーニューズ パーソナルコンピュータ
県外業者 ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 株式会社ウェザーニューズ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｳｴｽﾄﾛｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ウエストロー・ジャパン株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｳｴｽﾄﾛｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ウエストロー・ジャパン株式会社 その他（物品）
県外業者 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 プール用薬品
県外業者 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 株式会社ウォーターテック　東北支店 その他機械器具
県外業者 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 株式会社ウォーターテック　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 各種事務機器
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 スチール製品
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 電算処理
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 機器保守点検
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 システム開発
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 システム保守点検
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業本部 木工製品
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 擬装・架装
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 消防用設備保守点検
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 消防用器具類
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 電気機械
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 通信機器
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 音響機器
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 保安用品・用具
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 防火対象物点検
県内業者 ｴｲｽｨｰｻｰﾋﾞｽ エイ・スィーサービス株式会社 ボイラー保守点検
県内業者 ｴｲｽｨｰｻｰﾋﾞｽ エイ・スィーサービス株式会社 ボイラー熱管理
県内業者 ｴｲｽｨｰｻｰﾋﾞｽ エイ・スィーサービス株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 書籍
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 アスベスト等分析調査
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 その他（役務）
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 建築物環境衛生管理
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 空気環境測定
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 成分検査
県外業者 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 看板
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 懸垂幕
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 道路標識・視線誘導標
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 広告用品
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン その他（物品）
県内業者 ｴｸﾄﾑ エクトム株式会社 擬装・架装
県内業者 ｴｸﾄﾑ エクトム株式会社 消防用器具類
県内業者 ｴｸﾄﾑ エクトム株式会社 保安用品・用具
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 電算処理



県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 機器保守点検
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 システム開発
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 システム保守点検
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 通信機器
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 複写機
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 印刷機
県外業者 ｴｸﾅ エクナ株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴｺｼｽﾃﾑｱｷﾀ エコシステム秋田株式会社 一般廃棄物処分
県外業者 ｴｺｼｽﾃﾑｱｷﾀ エコシステム秋田株式会社 産業廃棄物処分
県外業者 ｴｺｼｽﾃﾑｱｷﾀ エコシステム秋田株式会社 特管産業廃棄物処分
県外業者 ｴｺｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ 株式会社エコシティサービス その他（役務）
県外業者 ｴｺﾕﾆｯﾄ エコユニット株式会社 その他（役務）
県外業者 ｴｽｱｰﾙｴﾙ 株式会社エスアールエル その他（役務）
県外業者 ｴｽｱｰﾙｴﾙ 株式会社エスアールエル 医療品
県外業者 ｴｽｶﾑ 株式会社エスカム システム開発
県外業者 ｴｽｶﾑ 株式会社エスカム 電算処理
県外業者 ｴｽｶﾑ 株式会社エスカム システム保守点検
県外業者 ｴｽｶﾑ 株式会社エスカム 機器保守点検
県外業者 ｴｽｶﾑ 株式会社エスカム パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 複写機
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 事務用品
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 各種事務機器
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 スチール製品
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 印刷用紙類
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 電気器具
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 通信機器
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 印刷機
県外業者 ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ SBSロジコム株式会社 引越・貨物運送
県外業者 ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ SBSロジコム株式会社 その他運送関連
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム その他広告イベント関連
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム イベント企画・運営
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム 会場設営・撤去
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム その他調査及び研究関連
県外業者 ｴｽﾋﾟｰﾌｫｰﾗﾑ 株式会社ＳＰフォーラム 世論調査・市場調査
県内業者 ｴﾄｼｮｳｼﾞ 江渡商事株式会社 医療用機械器具
県内業者 ｴﾄｼｮｳｼﾞ 江渡商事株式会社 医療品
県内業者 ｴﾄｼｮｳｼﾞ 江渡商事株式会社 その他（役務）
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾄｳﾎｸｼﾃﾝ NECキャピタルソリューション株式会社東北支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾄｳﾎｸｼﾃﾝ NECキャピタルソリューション株式会社東北支店 電算処理
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾄｳﾎｸｼﾃﾝ NECキャピタルソリューション株式会社東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 電算処理
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 機器保守点検
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 システム開発
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 システム保守点検
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ株式会社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 計測量機器
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 その他賃貸借
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 システム開発
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 システム保守点検
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 電算処理
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 システム保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 システム開発
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 電算処理
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ NTT-ATエムタック株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 システム開発
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 システム保守点検
県外業者 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｿﾙｺｱﾝﾄﾞﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾚﾏｰﾄ NTTソルコ&北海道テレマート株式会社　営業本部営業開発部門 世論調査・市場調査
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｿﾙｺｱﾝﾄﾞﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾚﾏｰﾄ NTTソルコ&北海道テレマート株式会社　営業本部営業開発部門東北支店 労働力派遣
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｿﾙｺｱﾝﾄﾞﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾚﾏｰﾄ NTTソルコ&北海道テレマート株式会社　営業本部営業開発部門東北支店 電話交換
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｿﾙｺｱﾝﾄﾞﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾚﾏｰﾄ NTTソルコ&北海道テレマート株式会社　営業本部営業開発部門東北支店 その他（役務）
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ システム開発
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ システム保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 機器保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 電算処理
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 通信機器
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　東北支社 機器保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　東北支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶﾝｻｲ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 システム開発
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶﾝｻｲ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 その他コンピュータ関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶﾝｻｲ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 システム保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶﾝｻｲ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 機器保守点検
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ 株式会社ＮＴＴドコモ　東北支社 通信機器
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ 株式会社ＮＴＴドコモ　東北支社 計測量機器
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 複写機
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 通信機器
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 システム開発
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 システム保守点検
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 機器保守点検
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 福祉機器賃貸借
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 選挙用品
県内業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社NTT東日本－東北　青森支店 視聴覚教材
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ ＮＴＴファイナンス株式会社　東北支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ ＮＴＴファイナンス株式会社　東北支店 その他賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ ＮＴＴファイナンス株式会社　東北支店 福祉機器賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 株式会社ＮＴＴファシリティーズ　東北支店 電気機械
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 株式会社ＮＴＴファシリティーズ　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞﾄｳﾎｸ 株式会社NTTファシリティーズ東北 その他建物管理設備関連
県外業者 ｴﾈｯﾄ 株式会社エネット その他（物品）



県外業者 ｴﾊﾞﾗｶﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾝﾄ 荏原環境プラント株式会社　東日本営業部 その他建物管理設備関連
県外業者 ｴﾊﾞﾗｶﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾝﾄ 荏原環境プラント株式会社　東日本営業部 その他機械器具
県外業者 ｴﾊﾞﾗｶﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾝﾄ 荏原環境プラント株式会社　東日本営業部 その他（物品）
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業株式会社　北東北営業所 その他機械器具
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業株式会社　北東北営業所 電気機械
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業株式会社　北東北営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業株式会社　北東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業株式会社　北東北営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社荏原製作所　仙台支店 その他機械器具
県外業者 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社荏原製作所　仙台支店 その他（役務）
県外業者 ｴﾊﾞﾗﾚｲﾈﾂｼｽﾃﾑ 荏原冷熱システム株式会社　東北営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｴﾊﾞﾗﾚｲﾈﾂｼｽﾃﾑ 荏原冷熱システム株式会社　東北営業所 その他機械器具
県外業者 ｴﾊﾞﾗﾚｲﾈﾂｼｽﾃﾑ 荏原冷熱システム株式会社　東北営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｴﾑｴｽｲｰ 株式会社エム・エス・イー その他機械器具
県外業者 ｴﾑｴｽｲｰ 株式会社エム・エス・イー その他（役務）
県外業者 ｴﾑｴﾑｼｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社　リース営業部 車輌賃貸借
県外業者 ｴﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Ｍ’ｓジャパン　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｴﾑﾃｨｰｱｲ 株式会社エムティーアイ システム開発
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 複写機
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 印刷機
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 複写機用紙
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 印刷用紙類
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 フォーム用紙
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 事務用品
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 各種事務機器
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 スチール製品
県内業者 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ 株式会社ＭＤＳ　青森営業所 軽印刷
県外業者 ｴﾘｱｽ 有限会社エリアス その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾘｱｽ 有限会社エリアス パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾘｱｽ 有限会社エリアス その他（物品）
県外業者 ｴﾙｴｽｱｲﾒﾃﾞｨｴﾝｽ 株式会社ＬＳＩメディエンス その他（役務）
県内業者 ｴｰﾜﾝﾎｾﾞﾝ エーワン保全株式会社 その他（役務）
県内業者 ｴｰﾜﾝﾎｾﾞﾝ エーワン保全株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｴｰﾜﾝﾎｾﾞﾝ エーワン保全株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｴｰﾜﾝﾎｾﾞﾝ エーワン保全株式会社 建物一般清掃
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 一般廃棄物処分
県内業者 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 一般廃棄物収集運搬
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 システム開発
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 システム保守点検
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 その他コンピュータ関連
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 電算処理
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｵｳﾒｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ 青梅商工会議所 事務用機器賃貸借
県外業者 ｵｰｴﾝｽ 株式会社オーエンス　仙台支店 建物一般清掃
県外業者 ｵｰｴﾝｽ 株式会社オーエンス　仙台支店 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｵｰｴﾝｽ 株式会社オーエンス　仙台支店 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｵｰｸｽ 株式会社オークス 医療事務
県外業者 ｵｰｸｽ 株式会社オークス その他（役務）
県外業者 ｵｵｸﾗｺｳｷﾞｮｳ 大倉工業株式会社　東京支店 紙ポリ用品
県外業者 ｵｵｸﾗｺｳｷﾞｮｳ 大倉工業株式会社　東京支店 その他（役務）
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 その他機械器具
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 システム開発
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 通信機器
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 上水道用資材
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 下水道用資材
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 機器保守点検
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 システム保守点検
県外業者 ｵｵｻｷﾃﾞｰﾀﾃｯｸ 大崎データテック株式会社 その他（役務）
県外業者 ｵｵﾊﾗﾃｯｺｳｼｮ 株式会社大原鉄工所 特殊車輌
県外業者 ｵｰﾋﾞｽ 株式会社オービス　仙台営業所 仮設材賃貸借
県外業者 ｵｰﾋﾞｽ 株式会社オービス　仙台営業所 仮設材
県内業者 ｵｶﾞﾜﾁｮｳｼｭﾝｶﾝ 株式会社小川長春館　東北営業所 スポーツ用品
県内業者 ｵｶﾞﾜﾁｮｳｼｭﾝｶﾝ 株式会社小川長春館　東北営業所 その他（役務）
県外業者 ｵｷｳｨﾝﾃｯｸ 沖ウィンテック株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ｵｷｳｨﾝﾃｯｸ 沖ウィンテック株式会社　東北支店 機器保守点検
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 通信機器
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 印刷用紙類
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 機器保守点検
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 システム保守点検
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸ 株式会社沖電気カスタマアドテック　東北支社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業株式会社　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業株式会社　東北支社 通信機器
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業株式会社　東北支社 機器保守点検
県外業者 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業株式会社　東北支社 システム開発
県内業者 ｵｸﾞﾗﾅｲｿｳ 株式会社小倉内装 畳、上敷
県内業者 ｵｸﾞﾗﾅｲｿｳ 株式会社小倉内装 家具・室内装飾
県内業者 ｵｸﾞﾗﾅｲｿｳ 株式会社小倉内装 舞台機器操作
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 自動車
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 特殊車輌
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 一般車輌用タイヤ
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 自動車用品
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 車輌整備、修繕
県内業者 ｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 有限会社尾崎自動車商会 車輌買取り
県内業者 ｵﾉｼｮｳｼﾞｳﾝﾕ 有限会社小野商事運輸 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｵﾉｼｮｳｼﾞｳﾝﾕ 有限会社小野商事運輸 その他運送関連
県外業者 ｵﾌﾟﾃｨﾏ 株式会社オプティマ システム開発
県外業者 ｵﾌﾟﾃｨﾏ 株式会社オプティマ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｵﾌﾟﾃｨﾏ 株式会社オプティマ パーソナルコンピュータ
県外業者 ｵﾌﾟﾃｨﾏ 株式会社オプティマ 事務用機器賃貸借
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 その他機械器具
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 電気機械
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 厨房機器
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 プール用薬品
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 上水道用資材
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 下水道用資材
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 ボイラー保守点検
県外業者 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 世論調査・市場調査
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 計画策定
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 システム開発
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 電算処理
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 文化財調査
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 イベント企画・運営
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 その他広告イベント関連
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 システム保守点検
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 その他コンピュータ関連



県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 広告代理
県内業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｵﾘｯｸｽｼﾞﾄﾞｳｼｬ オリックス自動車株式会社　リース営業本部青森支店 車輌賃貸借
県内業者 ｵﾘｯｸｽｼﾞﾄﾞｳｼｬ オリックス自動車株式会社　リース営業本部青森支店 その他賃貸借
県外業者 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ株式会社東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ株式会社東北支店 その他（役務）
県外業者 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所 水道施設維持管理
県外業者 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所 その他（役務）
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 軽印刷
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 システム開発
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 その他賃貸借
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 電算処理
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 システム保守点検
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 音響機器
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社会議録研究所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社会議録センター　盛岡営業所 その他（役務）
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社会議録センター　盛岡営業所 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社会議録センター　盛岡営業所 音響機器
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社会議録センター　盛岡営業所 軽印刷
県外業者 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社会議録センター　盛岡営業所 システム開発
県内業者 ｶｲﾖｳﾁｮｳｻｾﾝﾀｰ 株式会社海洋調査センター スポーツ用品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 電気器具
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 その他賃貸借
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 介護用機器・用品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 福祉機器賃貸借
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 電気器具用消耗品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 スチール製品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 通信機器
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 音響機器
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 厨房機器
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 保育教材
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 茶
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 事務用品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 寝具
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 食器・調理用品類
県外業者 ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 株式会社柏木実業　弘前出張所 トイレットペーパー
県外業者 ｶｿｸｷﾌﾞﾝｾｷｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社加速器分析研究所 文化財調査
県外業者 ｶｿｸｷﾌﾞﾝｾｷｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社加速器分析研究所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｶｿｸｷﾌﾞﾝｾｷｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社加速器分析研究所 その他（役務）
県内業者 ｶﾂﾗﾀﾞﾋﾞｿｳ 有限会社桂田美掃 一般廃棄物収集運搬
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 その他賃貸借
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 車輌賃貸借
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 仮設材賃貸借
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 その他機械器具
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 特殊車輌
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 自動車
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 仮設材
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 電気機械
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 電動工具類
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 農業用機械器具
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 ストーブ
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 スチール製品
県内業者 ｶﾅﾓﾄ 株式会社カナモト　弘前営業所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 計測量機器
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 その他機械器具
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 電気機械
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 電気器具
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 電気器具用消耗品
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ｶﾓｶﾞﾜｹｲﾒｲﾃﾞﾝｷ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 機器保守点検
県外業者 ｶﾔﾊﾞｼｽﾃﾑﾏｼﾅﾘｰ カヤバシステムマシナリー株式会社 その他機械器具
県外業者 ｶﾔﾊﾞｼｽﾃﾑﾏｼﾅﾘｰ カヤバシステムマシナリー株式会社 その他（物品）
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 活版・オフセット印刷
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 フォーム印刷
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 軽印刷
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 その他特殊印刷
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 広告代理
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 イベント企画・運営
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 看板
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 懸垂幕
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 紙ポリ用品
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 包装資材
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 広告用品
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 翻訳・通訳・速記
県内業者 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業株式会社　青森営業所 その他広告イベント関連
県外業者 ｶﾜｻｷﾏｼﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社カワサキマシンシステムズ　ガスタービン統括本部サービス本部東部事業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｶﾝｴｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ 株式会社カンエイメンテナンス　仙台営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｶﾝｴｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ 株式会社カンエイメンテナンス　仙台営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｶﾝｴｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ 株式会社カンエイメンテナンス　仙台営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 飲料水水質検査
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 その他（役務）
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 地下タンク等清掃
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 地下タンク等保守点検
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 地下タンク等漏洩検査
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 特管産業廃棄物処分
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 浄化槽保守点検
県外業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社環境技術研究所　東京支店 計画策定
県外業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社環境技術研究所　東京支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 その他（役務）
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 理化学機器
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 計測量機器
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 その他賃貸借
県外業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　群馬営業所 システム保守点検
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 システム開発
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 システム保守点検
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 電算処理
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 その他特殊印刷
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 機器保守点検
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 計画策定
県外業者 ｶﾝｺｳ 株式会社かんこう　東北支店 文化財調査
県外業者 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 管清工業株式会社　東北営業所 排水管清掃
県外業者 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 管清工業株式会社　東北営業所 その他建物管理設備関連



県外業者 ｶﾝｿｳｹﾝ 株式会社管総研　東京支店 電算処理
県外業者 ｶﾝｿｳｹﾝ 株式会社管総研　東京支店 システム開発
県外業者 ｶﾝｿｳｹﾝ 株式会社管総研　東京支店 システム保守点検
県外業者 ｶﾝｿｳｹﾝ 株式会社管総研　東京支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｶﾝｿｳｹﾝ 株式会社管総研　東京支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ｶﾝﾂｰﾙ 株式会社カンツール その他機械器具
県外業者 ｶﾝﾂｰﾙ 株式会社カンツール 計測量機器
県外業者 ｶﾝﾂｰﾙ 株式会社カンツール 特殊車輌
県外業者 ｶﾝﾂｰﾙ 株式会社カンツール その他賃貸借
県外業者 ｷｸﾃｯｸ 株式会社キクテック　盛岡営業所 道路標識・視線誘導標
県外業者 ｷｸﾃｯｸ 株式会社キクテック　盛岡営業所 看板
県外業者 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 その他コンピュータ関連
県外業者 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 音響機器
県外業者 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 その他賃貸借
県内業者 ｷﾀｵｳｳｺｳｲｷｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 その他賃貸借
県内業者 ｷﾀｵｳｳｺｳｲｷｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ 北奥羽広域水道総合サービス株式会社 その他（役務）
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｳｴｽﾀｰﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社北日本ウエスターン商事 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｳｴｽﾀｰﾝｼｮｳｼﾞ 株式会社北日本ウエスターン商事 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 計測量機器
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社　青森営業所 電気機械
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 システム開発
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 電算処理
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 機器保守点検
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 システム保守点検
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北日本コンピューターサービス株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 通信機器
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 音響機器
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 電気機械
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 電気器具
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他機械器具
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他（物品）
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 看板
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 システム保守点検
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 機器保守点検
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 システム開発
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 舞台機器操作
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 家具・室内装飾
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 スチール製品
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 事務用品
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 印章
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 看板
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 システム開発
県外業者 ｷﾊﾗ キハラ株式会社　仙台営業所 システム保守点検
県内業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社　青森支店 医療用機械器具
県内業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社　青森支店 特殊車輌
県内業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社　青森支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社　青森支店 システム開発
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 医療用機械器具
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ キヤノンメディカルファイナンス株式会社 機器保守点検
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 労働力派遣
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 イベント企画・運営
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 その他（役務）
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 その他広告イベント関連
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 医療事務
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 広告代理
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 選挙看板設置・撤去
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 会場設営・撤去
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 電算処理
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ キャリアバンク株式会社 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 書籍
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 活版・オフセット印刷
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 計画策定
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 一般教材
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 システム開発
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 システム保守点検
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 イベント企画・運営
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 電算処理
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 世論調査・市場調査
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 機器保守点検
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 視聴覚教材
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 保育教材
県外業者 ｷﾞｮｳｾｲ 株式会社ぎょうせい　東北支社 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｷｮｳﾄﾞｳｶﾝｻﾞｲ 株式会社協働管財 その他（役務）
県外業者 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工株式会社　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｷｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 共和工業株式会社 その他（物品）
県内業者 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社協和コンサルタンツ青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社協和コンサルタンツ青森営業所 文化財調査
県内業者 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社協和コンサルタンツ青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社協和コンサルタンツ青森営業所 計画策定
県内業者 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 株式会社協和コンサルタンツ青森営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 家具・室内装飾
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 クリーニング
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 介護用機器・用品
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 医療用機械器具
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 電気器具
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 日用雑貨
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 畳、上敷
県外業者 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳﾎｸ キングラントウホク株式会社 看板
県内業者 ｸﾄﾞｳﾊﾟﾝ 株式会社工藤パン 一般食料品
県内業者 ｸﾄﾞｳﾊﾟﾝ 株式会社工藤パン 菓子類、餅
県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 その他機械器具



県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 上水道用資材
県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 下水道用資材
県外業者 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス株式会社　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス株式会社　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス株式会社　東北支店 その他（物品）
県内業者 ｸﾏﾋﾗ 株式会社クマヒラ　青森営業所 スチール製品
県内業者 ｸﾏﾋﾗ 株式会社クマヒラ　青森営業所 木工製品
県内業者 ｸﾏﾋﾗ 株式会社クマヒラ　青森営業所 各種事務機器
県内業者 ｸﾏﾋﾗ 株式会社クマヒラ　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ｸﾏﾘﾌﾄ クマリフト株式会社　青森営業所 エレベーター保守点検
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ 株式会社グリーンハウス 給食調理
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨﾙｺｻｶ グリーンフィル小坂株式会社 一般廃棄物処分
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス　東北支店 浄化槽保守点検
県内業者 ｸﾛｲｼｶﾞｽ 黒石ガス株式会社 プロパンガス
県内業者 ｸﾛｲｼｶﾞｽ 黒石ガス株式会社 ストーブ
県内業者 ｸﾛｲｼｶﾞｽ 黒石ガス株式会社 厨房機器
県内業者 ｸﾛｲｼﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 株式会社黒石日産自動車商会 自動車
県内業者 ｸﾛｲｼﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 株式会社黒石日産自動車商会 一般車輌用タイヤ
県内業者 ｸﾛｲｼﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 株式会社黒石日産自動車商会 自動車用品
県内業者 ｸﾛｲｼﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 株式会社黒石日産自動車商会 車輌整備、修繕
県内業者 ｸﾛｲｼﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 株式会社黒石日産自動車商会 保険代理
県外業者 ｸﾞﾛｰﾘｰ グローリー株式会社　盛岡営業所 各種事務機器
県外業者 ｸﾞﾛｰﾘｰ グローリー株式会社　盛岡営業所 その他（物品）
県外業者 ｸﾞﾛｰﾘｰ グローリー株式会社　盛岡営業所 選挙用品
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 スチール製品
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 家具・室内装飾
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 世論調査・市場調査
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 その他調査及び研究関連
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 電算処理
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 システム開発
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 システム保守点検
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 その他コンピュータ関連
県外業者 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人経済調査会　東北支部 書籍
県内業者 ｹｰｼｰｴｽ 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 計画策定
県内業者 ｹｰｼｰｴｽ 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 世論調査・市場調査
県内業者 ｹｰｼｰｴｽ 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｹｰｼｰｴｽ 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 システム開発
県内業者 ｹｰｼｰｴｽ 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 イベント企画・運営
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー システム開発
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー システム保守点検
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 電算処理
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 事務用機器賃貸借
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー その他コンピュータ関連
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 機器保守点検
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 世論調査・市場調査
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー その他調査及び研究関連
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー パーソナルコンピュータ
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 電話交換
県外業者 ｹｰﾃﾞｰｼｰ 株式会社ケー・デー・シー 労働力派遣
県外業者 ｹﾝｾﾂﾌﾞｯｶﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人建設物価調査会　東北支部 その他調査及び研究関連
県外業者 ｹﾝｾﾂﾌﾞｯｶﾁｮｳｻｶｲ 一般財団法人建設物価調査会　東北支部 電算処理
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 その他建物管理設備関連
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 その他（役務）
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 その他（物品）
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 労働力派遣
県外業者 ｹﾝﾁｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 一般財団法人建築行政情報センター 電算処理
県外業者 ｹﾝﾁｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 一般財団法人建築行政情報センター 機器保守点検
県外業者 ｹﾝﾁｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 一般財団法人建築行政情報センター システム開発
県外業者 ｹﾝﾁｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 一般財団法人建築行政情報センター システム保守点検
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳ 株式会社県南環境 飲料水水質検査
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳ 株式会社県南環境 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 建築物環境衛生管理
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 建物一般清掃
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 空気環境測定
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 排水管清掃
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 地下タンク等漏洩検査
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 県南環境保全センター株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｹﾝﾅﾝｾｲｿｳ 県南清掃株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｹﾝﾅﾝｾｲｿｳ 県南清掃株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｹﾝﾅﾝｾｲｿｳ 県南清掃株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｺｳﾉｲｹﾒﾃﾞｨｶﾙ 鴻池メディカル株式会社　秋田営業所 その他（役務）
県外業者 ｺｳﾉｲｹﾒﾃﾞｨｶﾙ 鴻池メディカル株式会社　秋田営業所 医療用機械器具
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 システム開発
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 システム保守点検
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 音響機器
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 活版・オフセット印刷
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 軽印刷
県外業者 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記株式会社 その他（物品）
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 システム開発
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 電算処理
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 システム保守点検
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｺｳﾜ 株式会社興和 その他コンピュータ関連
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 理化学機器
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 計測量機器
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 電気機械
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 システム開発
県内業者 ｺｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社功和産業 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｺｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社功和産業 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｺｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社功和産業 産業廃棄物処分
県外業者 ｺｰﾈｯﾄﾜｰｸ 株式会社コーネットワーク その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｺｵﾘﾘｰｽ 郡リース株式会社　青森支店 仮設材賃貸借
県内業者 ｺｵﾘﾘｰｽ 郡リース株式会社　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ｺｵﾘﾘｰｽ 郡リース株式会社　青森支店 仮設材
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス システム開発
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス その他コンピュータ関連
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス システム保守点検
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス その他（役務）
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス 電算処理
県外業者 ｺｰﾜｰｸｽ 株式会社コー・ワークス 機器保守点検
県外業者 ｺｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社古環境研究所 文化財調査
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品



県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 計画策定
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業株式会社　青森営業所 一般教材
県外業者 ｺｸｻｲﾌﾞﾝｶｻﾞｲ 国際文化財株式会社　東北支店 文化財調査
県外業者 ｺｸｻｲﾌﾞﾝｶｻﾞｲ 国際文化財株式会社　東北支店 労働力派遣
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 システム開発
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 電算処理
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 システム保守点検
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 事務用品
県外業者 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発株式会社 スチール製品
県外業者 ｺｻｶﾂｳｳﾝ 小坂通運株式会社 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｺｽﾓｺｳｷ コスモ工機株式会社　秋田営業所 上水道用資材
県外業者 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ 株式会社コスモリサーチ　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ 株式会社コスモリサーチ　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ 株式会社コスモリサーチ　東北支店 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 医療品
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 電気器具
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 イベント企画・運営
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 複写機
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 光学機器
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 介護用機器・用品
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 光学機器
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 その他機械器具
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 機器保守点検
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 システム保守点検
県外業者 ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社五藤光学研究所 その他（役務）
県外業者 ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ コトブキシーティング株式会社　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ コトブキシーティング株式会社　東北支店 その他（物品）
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 その他機械器具
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 電気器具
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 音響機器
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 視聴覚教材
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ コニカミノルタプラネタリウム株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 特殊車輌
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 車輌整備、修繕
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 軽除雪機
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 自動車用品
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 農業用機械器具
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 その他賃貸借
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 電気機械
県内業者 ｺﾏﾂｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ コマツ建機販売株式会社　東北カンパニー弘前支店 車輌買取り
県内業者 ｺﾏﾂﾘﾌﾄ コマツリフト株式会社　弘前支店 特殊車輌
県内業者 ｺﾏﾂﾘﾌﾄ コマツリフト株式会社　弘前支店 車輌整備、修繕
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 選挙用品
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 懸垂幕
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 カップ、旗、バッヂ
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 その他特殊印刷
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 看板
県外業者 ｺﾔﾀ 株式会社小彌太 広告用品
県外業者 ｺﾝﾊﾟｽﾎｹﾝ 株式会社コンパス保険 保険代理
県外業者 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所 世論調査・市場調査
県外業者 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所 計画策定
県外業者 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｻｲｸﾙﾌｧｰﾑ 有限会社サイクルファーム 産業廃棄物処分
県内業者 ｻｲｸﾙﾌｧｰﾑ 有限会社サイクルファーム 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｻｲﾀｺｳｷﾞｮｳ サイタ工業株式会社　東北支社 エレベーター保守点検
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス 広告代理
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス システム開発
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス システム保守点検
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス 電算処理
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス その他（役務）
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス 活版・オフセット印刷
県内業者 ｻｶﾓﾄｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 有限会社坂本設計事務所 その他（役務）
県外業者 ｻｶﾞﾜｷｭｳﾋﾞﾝ 佐川急便株式会社　北東北支店 引越・貨物運送
県外業者 ｻｶﾞﾜｷｭｳﾋﾞﾝ 佐川急便株式会社　北東北支店 宅配便
県外業者 ｻｶﾞﾜｷｭｳﾋﾞﾝ 佐川急便株式会社　北東北支店 その他運送関連
県外業者 ｻｸｾｽ･ﾍﾞﾙ サクセス・ベル株式会社 一般教材
県外業者 ｻｸｾｽ･ﾍﾞﾙ サクセス・ベル株式会社 書籍
県外業者 ｻｯﾎﾟﾛｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社札幌会議録センター その他（役務）
県内業者 ｻﾉｲﾝｻﾂﾌｼﾞｻｷﾃﾝ 佐野印刷藤崎店 活版・オフセット印刷
県外業者 ｻﾐｯﾄｴﾅｼﾞｰ サミットエナジー株式会社 その他（物品）
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ フォーム印刷
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ その他（役務）
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 活版・オフセット印刷
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 軽印刷
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ その他特殊印刷
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ その他（物品）
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 印刷用紙類
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ フォーム用紙
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ その他広告イベント関連
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 懸垂幕
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 看板
県内業者 ｻﾝｴｲ 株式会社サンエイ 包装資材
県外業者 ｻﾝｵｳ 山王株式会社　関東営業所 アスファルト資材
県外業者 ｻﾝｵｳ 山王株式会社　関東営業所 生コン・セメント
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 電算処理
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 システム開発
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 文化財調査
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 計画策定
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 その他調査及び研究関連
県外業者 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 株式会社三協技術 労働力派遣
県外業者 ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社サンケン・エンジニアリング　仙台営業所 その他（役務）
県外業者 ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社サンケン・エンジニアリング　仙台営業所 木工製品
県外業者 ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社サンケン・エンジニアリング　仙台営業所 家具・室内装飾
県内業者 ｻﾝｺｳｼｽﾃﾑ 三晃システム株式会社 自動ドア保守点検
県内業者 ｻﾝｺｳｼｽﾃﾑ 三晃システム株式会社 その他賃貸借
県内業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 水道施設維持管理
県内業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 電気機械
県内業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 消防用設備保守点検



県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 防火対象物点検
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 地下タンク等漏洩検査
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 地下タンク等保守点検
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 消防用器具類
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター 建物一般清掃
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター ボイラー保守点検
県内業者 ｻﾝｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 有限会社三晃ビルサービスセンター ボイラー熱管理
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ システム開発
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ システム保守点検
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ パーソナルコンピュータ
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ 機器保守点検
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ 電算処理
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ その他コンピュータ関連
県内業者 ｻﾝ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 株式会社サン・コンピュータ フォーム用紙
県外業者 ｻﾝｽｲ 株式会社サンスイ　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｻﾝｽｲ 株式会社サンスイ　東北支店 その他（役務）
県内業者 ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社三水コンサルタント　青森事務所 システム開発
県内業者 ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社三水コンサルタント　青森事務所 システム保守点検
県外業者 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 三精工事サービス株式会社　東京支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 三精工事サービス株式会社　東京支店 その他（物品）
県外業者 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ株式会社　仙台営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ株式会社　仙台営業所 エレベーター保守点検
県外業者 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ株式会社　仙台営業所 その他（物品）
県外業者 ｻﾝﾃｯｸ 有限会社サンテック その他（役務）
県内業者 ｻﾝﾌﾟｸｾｲﾒﾝ 株式会社三福製麺 麺類
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ 広告代理
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ イベント企画・運営
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ 会場設営・撤去
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ その他広告イベント関連
県内業者 ｻﾝﾌﾞﾗｯｿｴｲﾃｨｰﾌﾞｲ 株式会社サンブラッソ・エイティーブイ 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｻﾝﾎﾟｳ 株式会社三豊 その他（役務）
県外業者 ｻﾝﾘｰｸ 株式会社サンリーク　東北営業所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｼﾞｰｲｰﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ GEヘルスケア・ジャパン株式会社　青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ｼﾞｰｲｰﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ GEヘルスケア・ジャパン株式会社　青森営業所 その他（役務）
県外業者 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ シーメンスヘルスケア株式会社　北東北営業所 医療用機械器具
県外業者 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ シーメンスヘルスケア株式会社　北東北営業所 その他賃貸借
県外業者 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ シーメンスヘルスケア株式会社　北東北営業所 その他（役務）
県外業者 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ シーメンスヘルスケア株式会社　北東北営業所 電気機械
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ ＪＲＣシステムサービス株式会社　東北営業所 その他（役務）
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ 株式会社ジェイアール東日本企画　盛岡支店 広告代理
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ 株式会社ジェイアール東日本企画　盛岡支店 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ 株式会社ジェイアール東日本企画　盛岡支店 イベント企画・運営
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ 株式会社ジェイアール東日本企画　盛岡支店 会場設営・撤去
県外業者 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ 株式会社ジェイアール東日本企画　盛岡支店 その他広告イベント関連
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 電算処理
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 機器保守点検
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 システム開発
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 システム保守点検
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 その他コンピュータ関連
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 労働力派遣
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　東北サービス部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ JFEエンジニアリング株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ JFEエンジニアリング株式会社　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ JFEエンジニアリング株式会社　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｼﾞｮｳｺｳ JFE条鋼株式会社　東日本工場鹿島製造所 一般廃棄物処分
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ JFEプラントエンジ株式会社 特殊車輌
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ JFEプラントエンジ株式会社 その他機械器具
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 広告代理
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 イベント企画・運営
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 会場設営・撤去
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 その他広告イベント関連
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 世論調査・市場調査
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾄｳﾎｸ 株式会社ＪＴＢ東北　法人営業青森支店 その他（役務）
県外業者 ｼﾞｪｯｸ 株式会社ＪＥＣＣ 事務用機器賃貸借
県外業者 ｼﾞｪｯｸ 株式会社ＪＥＣＣ その他賃貸借
県外業者 ｼﾞｪｯｸ 株式会社ＪＥＣＣ 古物全般買取り
県外業者 ｼﾞｪｯｸ 株式会社ＪＥＣＣ その他コンピュータ関連
県外業者 ｼｸﾞﾅﾙ 有限会社シグナル 書籍
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 フォーム用紙
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 医療用機械器具
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 機器保守点検
県内業者 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社シグマソリューションズ　青森支店 システム保守点検
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ その他（物品）
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ その他（役務）
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ システム開発
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ システム保守点検
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼｻﾝｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 株式会社資産システムリサーチ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼｽﾃﾑｲｿﾑﾗ 株式会社システムイソムラ システム開発
県外業者 ｼｽﾃﾑｲｿﾑﾗ 株式会社システムイソムラ システム保守点検
県外業者 ｼｽﾃﾑｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社システム環境研究所　東京事務所 その他（役務）
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ システム開発
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ システム保守点検
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ その他コンピュータ関連
県外業者 ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ 株式会社システムディ 電算処理
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 医療用機械器具
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 その他賃貸借
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 事務用機器賃貸借
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 医薬
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 寝具
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 株式会社自治体病院共済会 保険代理
県外業者 ｼﾞｯｼｮｳ 實商株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｼﾞｯｼｮｳ 實商株式会社 ボイラー保守点検
県外業者 ｼﾞｯｼｮｳ 實商株式会社 その他機械器具
県外業者 ｼﾞｯｼｮｳ 實商株式会社 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社 その他（役務）
県外業者 ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社 計画策定
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 一般食料品
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 牛乳、乳製品、ジュース
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 精肉、食肉加工
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 水産物
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 青果物
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 麺類
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 菓子類、餅
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 製菓原材料
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 調味料類
県内業者 ｼﾏﾂﾞﾞｼｮｳﾃﾝ 株式会社嶋津商店 石鹸、洗剤類
県内業者 ｼﾏﾔ 株式会社シマヤ 医薬



県内業者 ｼﾏﾔ 株式会社シマヤ 医療品
県内業者 ｼﾏﾔ 株式会社シマヤ 医療用機械器具
県内業者 ｼﾏﾔ 株式会社シマヤ 医療衣
県外業者 ｼﾐｽﾞｺﾞｳｷﾝｾｲｻｸｼｮ 株式会社清水合金製作所　仙台営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｼﾐｽﾞｺﾞｳｷﾝｾｲｻｸｼｮ 株式会社清水合金製作所　仙台営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 株式会社社会保険出版社 書籍
県外業者 ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 株式会社社会保険出版社 その他（役務）
県外業者 ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 株式会社社会保険出版社 その他（物品）
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 システム開発
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 システム保守点検
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 機器保守点検
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ ジャパンシステム株式会社 事務用機器賃貸借
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 システム開発
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 電算処理
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 システム保守点検
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 その他コンピュータ関連
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 フォーム用紙
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 スチール製品
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 複写機
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 複写機用紙
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 印刷用紙類
県内業者 ｼｭｳﾜｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秀和設計コンサルタント株式会社 その他（役務）
県内業者 ｼｭｰﾃｯｸ 株式会社シューテック その他建物管理設備関連
県内業者 ｼﾞｮｳｶﾞｸﾗｶﾝｺｳ 株式会社城ヶ倉観光 給食調理
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 システム開発
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 システム保守点検
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 その他コンピュータ関連
県外業者 ｼﾞｮｳﾁ 株式会社上智 文化財調査
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 浄化槽保守点検
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 排水管清掃
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭和興業　弘前営業所 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 通信機器
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 その他（役務）
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 消防用器具類
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 音響機器
県内業者 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ ジョンソンコントロールズ株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ ジョンソンコントロールズ株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス 介護用機器・用品
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス 医療用機械器具
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス 厨房機器
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス スチール製品
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス 食器・調理用品類
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス 家具・室内装飾
県内業者 ｼﾙﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ シルバーレンタルサービス スポーツ用品
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 フォーム印刷
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 活版・オフセット印刷
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 その他（役務）
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 広告代理
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 電算処理
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 その他（物品）
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 その他特殊印刷
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 印刷用紙類
県内業者 ｼﾝｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社新印刷興業 フォーム用紙
県外業者 ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ 株式会社シン技術コンサル　東北支店 文化財調査
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク システム開発
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク システム保守点検
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク 機器保守点検
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク その他（役務）
県外業者 ｼﾝｺｳﾃｸﾉﾐｽﾄ 株式会社信興テクノミスト システム開発
県外業者 ｼﾝｺｳﾃｸﾉﾐｽﾄ 株式会社信興テクノミスト システム保守点検
県外業者 ｼﾝｺｳﾃｸﾉﾐｽﾄ 株式会社信興テクノミスト その他コンピュータ関連
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 医療品
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 介護用機器・用品
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 医療衣
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱｵﾓﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新生メディカル株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｸｳﾁｮｳ 新日本空調株式会社　青森営業所 ボイラー保守点検
県内業者 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｸｳﾁｮｳ 新日本空調株式会社　青森営業所 消防用設備保守点検
県外業者 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 新日本法規出版株式会社　仙台支社 書籍
県外業者 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 新日本法規出版株式会社　仙台支社 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 新日本法規出版株式会社　仙台支社 事務用品
県外業者 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ シンフォニアエンジニアリング株式会社　東北営業所 自家用電気工作物点検等
県外業者 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ シンフォニアエンジニアリング株式会社　東北営業所 その他（物品）
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 その他機械器具
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 理化学機器
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　北東北営業所 その他機械器具
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　北東北営業所 理化学機器
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　北東北営業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　北東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　北東北営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 水道総合プランニング株式会社　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 水道総合プランニング株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 システム開発
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 電算処理
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 システム保守点検
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 機器保守点検
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 計画策定
県外業者 ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 水道マッピングシステム株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 水道施設維持管理
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ｽｲﾝｸﾞ 水ing株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県外業者 ｽﾐﾄﾓｼﾞｭｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ 住友重機械エンバイロメント株式会社　東北支店 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｽﾐﾄﾓｼﾞｭｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ 住友重機械エンバイロメント株式会社　東北支店 その他機械器具
県内業者 ｾｲﾎｳｼｮｳｼﾞ 成邦商事株式会社 排水管清掃
県内業者 ｾｲﾎｸｿｳｺﾞｳﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 株式会社西北総合ドライクリーニングセンター クリーニング
県内業者 ｾｲﾎｸｿｳｺﾞｳﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 株式会社西北総合ドライクリーニングセンター 医療衣



県内業者 ｾｲﾎｸｿｳｺﾞｳﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 株式会社西北総合ドライクリーニングセンター 介護用機器・用品
県内業者 ｾｲﾜﾑｾﾝ 有限会社青和無線 通信機器
県内業者 ｾｲﾜﾑｾﾝ 有限会社青和無線 その他建物管理設備関連
県内業者 ｾｲﾜﾑｾﾝ 有限会社青和無線 計測量機器
県内業者 ｾｲﾜﾑｾﾝ 有限会社青和無線 電気機械
県内業者 ｾｲﾜﾑｾﾝ 有限会社青和無線 音響機器
県外業者 ｾﾚｽﾎﾟ 株式会社セレスポ　仙台支店 会場設営・撤去
県外業者 ｾﾚｽﾎﾟ 株式会社セレスポ　仙台支店 イベント企画・運営
県外業者 ｾﾚｽﾎﾟ 株式会社セレスポ　仙台支店 その他広告イベント関連
県外業者 ｾﾚｽﾎﾟ 株式会社セレスポ　仙台支店 その他賃貸借
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 書籍
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ｾﾞﾝﾘﾝ 株式会社ゼンリン　青森営業所 活版・オフセット印刷
県内業者 ｿｳｺﾞﾎﾞｳｻｲｼｬ 株式会社相互防災社 擬装・架装
県内業者 ｿｳｺﾞﾎﾞｳｻｲｼｬ 株式会社相互防災社 消防用器具類
県内業者 ｿｳｺﾞﾎﾞｳｻｲｼｬ 株式会社相互防災社 保安用品・用具
県内業者 ｿｳｺﾞﾎﾞｳｻｲｼｬ 株式会社相互防災社 消防用設備保守点検
県外業者 ｿｳﾜ 株式会社創和 その他（役務）
県外業者 ｿｳﾜ 株式会社創和 その他（物品）
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 各種事務機器
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 複写機
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり パーソナルコンピュータ
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 光学機器
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 電気器具
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 通信機器
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 音響機器
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 事務用機器賃貸借
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 電算処理
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 機器保守点検
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり システム開発
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり システム保守点検
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり その他コンピュータ関連
県内業者 ｿﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰｱｵﾓﾘ 株式会社ソフトアカデミーあおもり その他（役務）
県外業者 ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 株式会社ソフトウェア・サービス システム開発
県外業者 ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 株式会社ソフトウェア・サービス システム保守点検
県外業者 ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 株式会社ソフトウェア・サービス パーソナルコンピュータ
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 システム開発
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 システム保守点検
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 機器保守点検
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他コンピュータ関連
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 電算処理
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他（役務）
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他賃貸借
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 通信機器
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他建物管理設備関連
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 広告代理
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 その他（物品）
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 世論調査・市場調査
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社　法人事業戦略本部 イベント企画・運営
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 システム開発
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 システム保守点検
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 電算処理
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 通信機器
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁｲﾝｻﾂ 第一印刷株式会社 フォーム印刷
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境株式会社　東北支店 その他（役務）
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境株式会社　東北支店 システム開発
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境株式会社　東北支店 その他機械器具
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 プール用薬品
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 光学機器
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 自動車用品
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産株式会社　青森営業所 保安用品・用具
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 第一法規株式会社 システム開発
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 第一法規株式会社 書籍
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 第一法規株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾀﾞｲｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 大映産業株式会社 浄化槽保守点検
県内業者 ﾀﾞｲｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 大映産業株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ﾀﾞｲｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 大映産業株式会社 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 道路標識・視線誘導標
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 保安用品・用具
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 看板
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 下水道用資材
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 上水道用資材
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 塗料
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 仮設材賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 その他賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 その他原材料
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 ボイラー保守点検
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 空調ダクト清掃
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 地下タンク等保守点検
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 その他機械器具
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 厨房機器
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 上水道用資材
県内業者 ﾀﾞｲｼﾞｭｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社大樹設備工業 下水道用資材
県外業者 ﾀｲｼｮｳｵｰﾃﾞｨｯﾄ 株式会社大正オーディット　札幌支店 その他（役務）
県内業者 ﾀﾞｲｼｮｳｿﾞｳｴﾝ 株式会社大昭造園 植栽管理
県内業者 ﾀｲｼｮｳｶﾈﾔﾏﾎﾞｸｼﾞｮｳ 株式会社大商金山牧場　青森事業部 精肉、食肉加工
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 その他運送関連
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 学校給食運搬
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 旅客運送
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 給食調理
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東株式会社　青森営業所 電話交換
県外業者 ﾀｲｾｲ 株式会社タイセイ その他（役務）
県外業者 ﾀｲｾｲ 株式会社タイセイ 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工株式会社　東北支店 上水道用資材
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 コンクリート二次製品
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 道路標識・視線誘導標
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 木材
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 仮設材



県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 電気機械
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 仮設材賃貸借
県内業者 ﾀｲｾｲｼｮｳｼﾞ 大成商事株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾀｲｾｲｼｮｳｼﾞ 大成商事株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀｲｾｲｼｮｳｼﾞ 大成商事株式会社 その他機械器具
県内業者 ﾀｲｾｲｼｮｳｼﾞ 大成商事株式会社 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾀｲｾｲｼｮｳｼﾞ 大成商事株式会社 プール用薬品
県内業者 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ダイダン株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ダイダン株式会社　青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ダイダン株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県外業者 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ 株式会社大東環境科学 アスベスト等分析調査
県外業者 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ 株式会社大東環境科学 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ 株式会社大東環境科学 飲料水水質検査
県外業者 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ 株式会社大東環境科学 空気環境測定
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 スチール製品
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 複写機
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 印刷用紙類
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 各種事務機器
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 事務用品
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 家具・室内装飾
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 トイレットペーパー
県内業者 ﾀﾞｲﾏﾙ 大丸株式会社　青森支店 選挙用品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業株式会社 イベント企画・運営
県外業者 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業株式会社 会場設営・撤去
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 車輌賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 仮設材
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 仮設材賃貸借
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 自動車
県内業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 特殊車輌
県内業者 ﾀｶｻｺﾞｼｮｸﾋﾝ 高砂食品株式会社 麺類
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 ボイラー保守点検
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 空調ダクト清掃
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 消防用設備保守点検
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 地下タンク等保守点検
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 ボイラー熱管理
県内業者 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 その他機械器具
県外業者 ﾀｶﾁﾎｼｮｳｼﾞ 高千穂商事株式会社 その他特殊印刷
県外業者 ﾀｸﾊｲ 株式会社宅配 その他（役務）
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 上水道用資材
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 その他機械器具
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 プール用薬品
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾀｹﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社竹村製作所　青森支店 その他原材料
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング 文化財調査
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング システム開発
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング その他コンピュータ関連
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング その他特殊印刷
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング 計画策定
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング その他調査及び研究関連
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング 電算処理
県外業者 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社タックエンジニアリング システム保守点検
県内業者 ﾀｯｸｼｽﾃﾑ 有限会社タックシステム ボイラー保守点検
県内業者 ﾀﾆｶﾜｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｶｲﾊﾂ 谷川環境衛生開発株式会社 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾀﾆｶﾜｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｶｲﾊﾂ 谷川環境衛生開発株式会社 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 システム開発
県外業者 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 システム保守点検
県外業者 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 世論調査・市場調査
県外業者 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 計画策定
県外業者 ﾀﾑﾗ 株式会社タムラ その他（役務）
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 書籍
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 各種事務機器
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 スチール製品
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 事務用品
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 一般食料品
県内業者 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 有限会社田本商店 印章
県外業者 ﾀﾞﾘﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ダリ・マネージメント株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾀﾞﾘﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ダリ・マネージメント株式会社 電算処理
県外業者 ﾀﾞﾘﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ダリ・マネージメント株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 その他（役務）
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 計画策定
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 イベント企画・運営
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 会場設営・撤去
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 その他（物品）
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 家具・室内装飾
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 看板
県外業者 ﾁﾁｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地中エンジニアリング株式会社　東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ﾁﾁｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地中エンジニアリング株式会社　東北営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾁﾁｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地中エンジニアリング株式会社　東北営業所 その他（役務）
県内業者 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 中央開発株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 中央開発株式会社　青森営業所 計画策定
県内業者 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 中央開発株式会社　青森営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中央コンサルタンツ株式会社　仙台支店 計画策定
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 計測量機器
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 理化学機器
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 医療品
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 医療衣
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ 株式会社千代田テクノル　青森営業所 その他衣料
県内業者 ﾂｳｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 通研電気工業株式会社　青森支社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾂｳｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 通研電気工業株式会社　青森支社 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾂｳｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 通研電気工業株式会社　青森支社 計測量機器
県内業者 ﾂｶﾞﾙｶｲﾊﾂ 津軽開発協同組合 その他燃料
県内業者 ﾂｶﾞﾙｶｲﾊﾂ 津軽開発協同組合 ストーブ
県外業者 ﾂｷｼﾏｷｶｲ 月島機械株式会社　仙台支店 その他機械器具
県外業者 ﾂｷｼﾏｷｶｲ 月島機械株式会社　仙台支店 その他（物品）
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 上水道用資材
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 下水道用資材
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 理化学機器
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 その他機械器具
県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社 電気機械
県内業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社　青森営業所 消防用器具類



県内業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社　青森営業所 選挙用品
県外業者 ﾃｨｰﾍﾟｯｸ ティーペック株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾃｨｰﾍﾟｯｸ ティーペック株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾃｨｰﾒﾃﾞｨｸｽ ティーメディクス株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾃｨｰﾒﾃﾞｨｸｽ ティーメディクス株式会社 医療用機械器具
県外業者 ﾃｨｰﾒﾃﾞｨｸｽ ティーメディクス株式会社 医薬
県外業者 ﾃｲｹｲｼｲ 株式会社TKC システム開発
県外業者 ﾃｲｹｲｼｲ 株式会社TKC 電算処理
県外業者 ﾃｲｹｲｼｲ 株式会社TKC パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾃｨｹｰｼﾞｪｲﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 有限会社ティケージェイテクノサービス エレベーター保守点検
県外業者 ﾃｲｺｸｾﾝｲ 帝国繊維株式会社 擬装・架装
県内業者 ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 株式会社帝国データバンク　青森支店 書籍
県内業者 ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 株式会社帝国データバンク　青森支店 世論調査・市場調査
県内業者 ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 株式会社帝国データバンク　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾃｲｼﾞﾝｻﾞｲﾀｸｲﾘｮｳ 帝人在宅医療株式会社　仙台支店青森駐在所 その他賃貸借
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 株式会社データベース　東京支店 システム開発
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　東京本社 計画策定
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　東京本社 その他（役務）
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　東京本社 電算処理
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　東京本社 軽印刷
県外業者 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　東京本社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社テクノスジャパン　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社テクノスジャパン　東北支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 その他（役務）
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 アスベスト等分析調査
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 道路標識・視線誘導標
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 看板
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 懸垂幕
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 塗料
県内業者 ﾃｸﾉﾎﾞｲﾗ テクノボイラ株式会社 ボイラー保守点検
県外業者 ﾃｸﾉﾏｲﾝﾄﾞ テクノ・マインド株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾃｸﾉﾏｲﾝﾄﾞ テクノ・マインド株式会社 システム開発
県外業者 ﾃｸﾉﾏｲﾝﾄﾞ テクノ・マインド株式会社 電算処理
県外業者 ﾃﾂｹﾞﾝ 株式会社テツゲン　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾃﾂｹﾞﾝ 株式会社テツゲン　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾃﾂｹﾞﾝ 株式会社テツゲン　東北支店 浄化槽保守点検
県外業者 ﾃﾂｹﾞﾝ 株式会社テツゲン　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾃﾞﾝｻﾝｼｽﾃﾑ 株式会社電算システム その他（物品）
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 広告代理
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 その他広告イベント関連
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 イベント企画・運営
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 会場設営・撤去
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社電通東日本　青森営業所 世論調査・市場調査
県外業者 ﾃﾝﾄﾞｳﾓｯｺｳ 株式会社天童木工 家具・室内装飾
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 労働力派遣
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 電算処理
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス その他建物管理設備関連
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 電話交換
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 世論調査・市場調査
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 医療事務
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス 翻訳・通訳・速記
県内業者 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ テンプスタッフ・カメイ株式会社　青森オフィス その他（役務）
県外業者 ﾄｳｱﾘｰｽ 東亜リース株式会社　秋田営業所 その他賃貸借
県外業者 ﾄｳｱﾘｰｽ 東亜リース株式会社　秋田営業所 特殊車輌
県内業者 ﾄｳｵｳｲﾝｻﾂ 東奥印刷株式会社 活版・オフセット印刷
県内業者 ﾄｳｵｳﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ 東奥マイクロシステム株式会社 電算処理
県内業者 ﾄｳｵｳﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ 東奥マイクロシステム株式会社 その他特殊印刷
県内業者 ﾄｳｵｳﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ 東奥マイクロシステム株式会社 事務用品
県内業者 ﾄｳｵｳﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ 東奥マイクロシステム株式会社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾄｳｵｳﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ 東奥マイクロシステム株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾄｳｶｲﾘｰｽ 東海リース株式会社　仙台支店 その他賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾀｰﾌﾟﾚｲ 東京インタープレイ株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾀｰﾌﾟﾚｲ 東京インタープレイ株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト その他（役務）
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト 会場設営・撤去
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト その他（物品）
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト 看板
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト 木工製品
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト 工芸品、民芸品、漆器
県外業者 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃﾘｱｸﾗﾌﾄ 有限会社　東京インテリア・クラフト 家具・室内装飾
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｼﾞ 東京商事株式会社 医療品
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｼﾞ 東京商事株式会社 医療用機械器具
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｼﾞ 東京商事株式会社 介護用機器・用品
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｼﾞ 東京商事株式会社 光学機器
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｼﾞ 東京商事株式会社 医療衣
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｺｳﾘｻｰﾁ 株式会社東京商工リサーチ　青森支店 世論調査・市場調査
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｺｳﾘｻｰﾁ 株式会社東京商工リサーチ　青森支店 計画策定
県内業者 ﾄｳｷｮｳｼｮｳｺｳﾘｻｰﾁ 株式会社東京商工リサーチ　青森支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄｳｷｮｳｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽ 東京水道サービス株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾄｳｷｮｳｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽ 東京水道サービス株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 計画策定
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 アスベスト等分析調査
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 システム開発
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 電算処理
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 システム保守点検
県内業者 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄｳｷｮｳｾﾝﾁｭﾘｰ 東京センチュリー株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳｾﾝﾁｭﾘｰ 東京センチュリー株式会社 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳｾﾝﾁｭﾘｰ 東京センチュリー株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京テクニカル・サービス株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京テクニカル・サービス株式会社 アスベスト等分析調査
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京テクニカル・サービス株式会社 空気環境測定
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京テクニカル・サービス株式会社 飲料水水質検査
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京テクニカル・サービス株式会社 成分検査
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾃｯｺｳ 東京鐵鋼株式会社 産業廃棄物処分
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾃｯｺｳ 東京鐵鋼株式会社 特管産業廃棄物処分
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 楽器
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 各種事務機器
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 スチール製品
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 事務用品
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 複写機
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 印刷機
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 複写機用紙
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 印刷用紙類
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 通信機器
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 フォーム用紙
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 機器保守点検
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 システム保守点検
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 古物全般買取り



県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森店 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 書籍
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 その他広告イベント関連
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 その他（物品）
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 ギフト用品
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 医療用機械器具
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 翻訳・通訳・速記
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社東京法規出版 介護用機器・用品
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版株式会社 書籍
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版株式会社 計画策定
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版株式会社 システム開発
県外業者 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版株式会社 システム保守点検
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 光学機器
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 理化学機器
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 消防用器具類
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 シート
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業所 その他衣料
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀ 東芝エレベータ株式会社　東北支社 エレベーター保守点検
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 システム開発
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 電算処理
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 システム保守点検
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 フォーム用紙
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 印刷用紙類
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 複写機
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 スチール製品
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 東芝情報システム株式会社　東北支店 事務用品
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 電気機械
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 水道施設維持管理
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 機器保守点検
県外業者 ﾄｳｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東伸エンジニアリング株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾄｳｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東伸エンジニアリング株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾄｳｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東伸エンジニアリング株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾄｳｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東伸エンジニアリング株式会社 その他機械器具
県内業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 電気機械
県内業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 計測量機器
県内業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ﾄｳｾｲｱﾛｰ 株式会社東青アロー その他機械器具
県内業者 ﾄｳｾｲｱﾛｰ 株式会社東青アロー ストーブ
県内業者 ﾄｳｾｲｱﾛｰ 株式会社東青アロー ガス設備保守点検
県内業者 ﾄｳﾃｸ 東テク株式会社　青森営業所 電気機械
県内業者 ﾄｳﾃｸ 東テク株式会社　青森営業所 ボイラー保守点検
県外業者 ﾄｳﾄﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｿﾞﾝｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社東都文化財保存研究所 その他（役務）
県外業者 ﾄﾞｩﾌｧｲﾝ 株式会社ドゥファイン　秋田支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾄﾞｩﾌｧｲﾝ 株式会社ドゥファイン　秋田支社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾄｳﾌﾞﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ 東武トップツアーズ株式会社　青森支店 その他運送関連
県内業者 ﾄｳﾌﾞﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ 東武トップツアーズ株式会社　青森支店 イベント企画・運営
県外業者 ﾄｳﾎｸｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾂｳｼﾝ 東北インテリジェント通信株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄｳﾎｸｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾂｳｼﾝ 東北インテリジェント通信株式会社 通信機器
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 医療品
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 医薬
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 ワクチン
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 医療用機械器具
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 介護用機器・用品
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 ガス設備保守点検
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 その他（役務）
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 その他機械器具
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 電気機械
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 消防用器具類
県内業者 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター株式会社　青森支店青森営業所 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳ 東北企業株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ﾄｳﾎｸｷｷﾞｮｳ 東北企業株式会社　青森営業所 理化学機器
県外業者 ﾄｳﾎｸｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社東北議事録センター その他（役務）
県外業者 ﾄｳﾎｸｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社東北議事録センター 翻訳・通訳・速記
県外業者 ﾄｳﾎｸｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 株式会社東北議事録センター その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 消防用設備保守点検
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 ボイラー熱管理
県外業者 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業株式会社 ボイラー保守点検
県外業者 ﾄｳﾎｸｻﾝｹﾝｻｰﾋﾞｽｺｳｼﾞ 東北三建サービス工事株式会社 ボイラー保守点検
県外業者 ﾄｳﾎｸｻﾝｹﾝｻｰﾋﾞｽｺｳｼﾞ 東北三建サービス工事株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ﾄｳﾎｸｿｸﾘｮｳ 東北測量株式会社 その他特殊印刷
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 自家用電気工作物点検等
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 成分検査
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 その他（物品）
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 電気機械
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 電気器具
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 一般財団法人東北電気保安協会　青森事業本部 電気器具用消耗品
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 広告代理
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 イベント企画・運営
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 会場設営・撤去
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 その他広告イベント関連
県内業者 ﾄｳﾎｸﾊｸﾎｳﾄﾞｳ 株式会社東北博報堂　青森支社 選挙看板設置・撤去
県外業者 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業株式会社 浄化槽保守点検
県外業者 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業株式会社 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業株式会社 成分検査
県外業者 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾀｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北舞台工業 舞台機器操作
県内業者 ﾄｳﾎｸﾘｮｯｶｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 東北緑化環境保全株式会社　八戸支社 アスベスト等分析調査
県内業者 ﾄｳﾎｸﾘｮｯｶｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 東北緑化環境保全株式会社　八戸支社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾄｳﾎｸﾘｮｯｶｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 東北緑化環境保全株式会社　八戸支社 空気環境測定
県内業者 ﾄｳﾎｸﾘｮｯｶｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 東北緑化環境保全株式会社　八戸支社 植栽管理
県内業者 ﾄｳﾎｸﾘｮｯｶｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 東北緑化環境保全株式会社　八戸支社 計画策定
県外業者 ﾄｳﾎｸﾛｳｽｲ 株式会社東北漏水 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄｳﾎｸﾛｳｽｲ 株式会社東北漏水 水道施設維持管理
県内業者 ﾄｳﾖｳｹｲｷ 東洋計器株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ﾄｳﾖｳｹｲｷ 東洋計器株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 クリーニング
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 寝具
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 医療衣
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 作業衣
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 その他衣料
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 履物
県内業者 ﾄｳﾖｳｼｬ 株式会社東洋社 その他賃貸借
県外業者 ﾄｳﾖｳｼｮｸﾋﾝ 株式会社東洋食品 給食調理
県内業者 ﾄｳﾖｳｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ 東洋シルバーサービス株式会社 介護用機器・用品
県内業者 ﾄｳﾖｳｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ 東洋シルバーサービス株式会社 その他機械器具
県内業者 ﾄｳﾖｳｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ 東洋シルバーサービス株式会社 福祉機器賃貸借



県外業者 ﾄﾞｳﾜﾂｳｳﾝ ＤＯＷＡ通運株式会社 一般廃棄物収集運搬
県外業者 ﾄﾞｳﾜﾂｳｳﾝ ＤＯＷＡ通運株式会社 特別管理産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾄﾞｳﾜﾂｳｳﾝ ＤＯＷＡ通運株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾄｳﾜﾔｸﾋﾝ 東和薬品株式会社　青森営業所 医薬
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 砕石・砂利・砂・土
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 その他原材料
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 その他機械器具
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 理化学機器
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 上水道用資材
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 その他（物品）
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　仙台営業所 その他（役務）
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 通信機器
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 音響機器
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 電気器具
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 電気機械
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 計測量機器
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 選挙用品
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾄｰﾏﾂ 有限責任監査法人トーマツ その他（役務）
県外業者 ﾄｰﾏﾂ 有限責任監査法人トーマツ 世論調査・市場調査
県外業者 ﾄｰﾏﾂ 有限責任監査法人トーマツ システム開発
県外業者 ﾄｰﾏﾂ 有限責任監査法人トーマツ その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄﾞｰﾝ 株式会社ドーン システム開発
県外業者 ﾄﾞｰﾝ 株式会社ドーン システム保守点検
県外業者 ﾄﾞｰﾝ 株式会社ドーン その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄﾞｰﾝ 株式会社ドーン その他賃貸借
県外業者 ﾄﾞｰﾝ 株式会社ドーン その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 書籍
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 電算処理
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター その他コンピュータ関連
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター その他（役務）
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 視聴覚教材
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 事務用品
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 計画策定
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 電気機械
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター その他機械器具
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター その他（物品）
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 家具・室内装飾
県外業者 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 株式会社図書館流通センター 音響機器
県外業者 ﾄﾀﾞｼﾞｭｳｷﾃｯｺｳ 戸田重機鉄工株式会社 特殊車輌
県外業者 ﾄﾀﾞｼﾞｭｳｷﾃｯｺｳ 戸田重機鉄工株式会社 車輌整備、修繕
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 活版・オフセット印刷
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 フォーム印刷
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 その他特殊印刷
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 包装資材
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 ギフト用品
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 その他広告イベント関連
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 世論調査・市場調査
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 イベント企画・運営
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 システム開発
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 計画策定
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 広告代理
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 会場設営・撤去
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 文化財調査
県外業者 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷株式会社　東日本事業本部 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ トッパン・フォームズ株式会社　青森出張所 フォーム印刷
県内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ トッパン・フォームズ株式会社　青森出張所 複写機用紙
県内業者 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ トッパン・フォームズ株式会社　青森出張所 事務用品
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 医薬
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 医療品
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 医療用機械器具
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 介護用機器・用品
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック その他（役務）
県外業者 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 株式会社トリアド工房 一般教材
県外業者 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 株式会社トリアド工房 その他（物品）
県外業者 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 株式会社トリアド工房 その他（役務）
県外業者 ﾅｲﾄｳﾊｳｽ 株式会社内藤ハウス　仙台営業所 仮設材賃貸借
県内業者 ﾅｶﾞｵｲﾝｻﾂ 長尾印刷株式会社 フォーム印刷
県外業者 ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 長田広告株式会社 看板
県外業者 ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 長田広告株式会社 広告代理
県外業者 ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 長田広告株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 その他（役務）
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 活版・オフセット印刷
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 フォーム印刷
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 その他特殊印刷
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 各種事務機器
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 スチール製品
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 事務用品
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 複写機用紙
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 フォーム用紙
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 電算処理
県外業者 ﾅｶﾐﾁﾘｰｽ 中道リース株式会社 車輌賃貸借
県外業者 ﾅｶﾐﾁﾘｰｽ 中道リース株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾅｶﾐﾁﾘｰｽ 中道リース株式会社 その他（役務）
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 仮設材
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 スチール製品
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 畳、上敷
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 家具・室内装飾
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 仮設材賃貸借
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾅﾝﾌﾞﾃﾞﾝｷ 南部電機株式会社 その他（物品）
県内業者 ﾅﾝﾌﾞﾃﾞﾝｷ 南部電機株式会社 電気機械
県内業者 ﾅﾝﾌﾞﾃﾞﾝｷ 南部電機株式会社 通信機器
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 産業廃棄物処分
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北支店 浄化槽保守点検
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北支店 その他機械器具
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北支店 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾆｼﾊﾗﾈｵ 株式会社西原ネオ　東北支店 浄化槽保守点検
県外業者 ﾆｼﾊﾗﾈｵ 株式会社西原ネオ　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾆｼﾊﾗﾈｵ 株式会社西原ネオ　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆｼﾊﾗﾈｵ 株式会社西原ネオ　東北支店 その他機械器具
県外業者 ﾆｼﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社西村製作所 理化学機器
県外業者 ﾆｼﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社西村製作所 光学機器
県外業者 ﾆｼﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社西村製作所 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 医療事務
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 電算処理
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 介護用機器・用品
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 労働力派遣



県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 その他（役務）
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 保育教材
県内業者 ﾆﾁﾚｷ ニチレキ株式会社　青森営業所 アスファルト資材
県内業者 ﾆﾁﾚｷ ニチレキ株式会社　青森営業所 その他原材料
県外業者 ﾆｯｹﾝｾｯｹｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日建設計総合研究所 計画策定
県外業者 ﾆｯｹﾝｾｯｹｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日建設計総合研究所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆｯｹﾝｾｯｹｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日建設計総合研究所 世論調査・市場調査
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 仮設材賃貸借
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 各種事務機器
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 スチール製品
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 ストーブ
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 会場設営・撤去
県内業者 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業株式会社　青森南支店 イベント企画・運営
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 通信機器
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 機器保守点検
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 音響機器
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 電気器具
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 光学機器
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 電気機械
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 フォーム用紙
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 複写機
県内業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 システム開発
県内業者 ﾆｯｺｳﾔｸﾋﾝ 株式会社日興薬品 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾆｯｺｳﾔｸﾋﾝ 株式会社日興薬品 産業廃棄物処分
県内業者 ﾆｯｺｳﾔｸﾋﾝ 株式会社日興薬品 金属屑買取り
県内業者 ﾆｯｺｳﾔｸﾋﾝ 株式会社日興薬品 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾆｯｺｸ 株式会社ニッコク　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ﾆｯｺｸ 株式会社ニッコク　青森営業所 下水道用資材
県外業者 ﾆｯｺｸﾄﾗｽﾄ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｼｼｬ 株式会社ニッコクトラスト　東日本支社 給食調理
県外業者 ﾆｯｺｸﾄﾗｽﾄ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｼｼｬ 株式会社ニッコクトラスト　東日本支社 学校給食運搬
県外業者 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ 日清医療食品株式会社　北東北支店 給食調理
県外業者 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ 日清医療食品株式会社　北東北支店 学校給食運搬
県外業者 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ 日清医療食品株式会社　北東北支店 宅配給食サービス
県外業者 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ 日清医療食品株式会社　北東北支店 その他（役務）
県外業者 ﾆｯｼﾝｳﾝﾕ 日伸運輸株式会社栃木支店 その他運送関連
県内業者 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社日新技術コンサルタント　青森出張所 電算処理
県内業者 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社日新技術コンサルタント　青森出張所 システム開発
県内業者 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社日新技術コンサルタント　青森出張所 システム保守点検
県外業者 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝｷ 日新電機株式会社　東北支店 電気機械
県外業者 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ 日水産業株式会社　関東事業所 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ 日水産業株式会社　関東事業所 上水道用資材
県外業者 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ 日水産業株式会社　関東事業所 その他（物品）
県外業者 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ 日水産業株式会社　関東事業所 その他（役務）
県内業者 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 日成ビルド工業株式会社　青森営業所 仮設材賃貸借
県内業者 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 日成ビルド工業株式会社　青森営業所 仮設材
県内業者 ﾆｯﾀﾝ ニッタン株式会社　青森営業所 消防用設備保守点検
県内業者 ﾆｯﾀﾝ ニッタン株式会社　青森営業所 防火対象物点検
県内業者 ﾆｯﾀﾝ ニッタン株式会社　青森営業所 消防用器具類
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 車輌賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター その他賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 福祉機器賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 事務用品
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 複写機
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 印刷用紙類
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 自動車
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 特殊車輌
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 自動車用品
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 包装資材
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 作業衣
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 帽子
県内業者 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事株式会社　青森営業センター 車輌買取り
県外業者 ﾆｯﾃﾂｽﾐｷﾝｶﾝｷｮｳ 日鉄住金環境株式会社 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 計測量機器
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 理化学機器
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 その他機械器具
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 その他（物品）
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 システム開発
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 システム保守点検
県内業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾆｯﾄｳｺｳｴｲ 日東工営株式会社　東北支店 その他賃貸借
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 通信機器
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 音響機器
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 日本ｵｰﾁｽ・ｴﾚﾍﾞｰﾀ株式会社　盛岡営業所 エレベーター保守点検
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 日本カルミック株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 日本カルミック株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 日本カルミック株式会社 建物一般清掃
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 日本カルミック株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 日本カルミック株式会社 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｹｰﾌﾞﾙ 日本ケーブル株式会社　東北支店 その他機械器具
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｹｰﾌﾞﾙ 日本ケーブル株式会社　東北支店 特殊車輌
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝ 日本通運株式会社　青森支店 引越・貨物運送
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 システム開発
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 通信機器
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 機器保守点検
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 電算処理
県内業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 音響機器
県外業者 ﾆﾎﾝｳｫｰﾀｰﾃｯｸｽ 株式会社日本ウォーターテックス その他（役務）
県内業者 ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 日本エレベーター工業株式会社 エレベーター保守点検
県内業者 ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 日本エレベーター工業株式会社 自家用電気工作物点検等
県内業者 ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 日本エレベーター工業株式会社 自動ドア保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本家族計画協会 その他（物品）
県外業者 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本家族計画協会 書籍
県外業者 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本家族計画協会 視聴覚教材
県外業者 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本家族計画協会 医療用機械器具
県外業者 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本家族計画協会 カップ、旗、バッヂ
県外業者 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 一般財団法人日本環境衛生センター その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 一般財団法人日本環境衛生センター 計画策定
県外業者 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 一般財団法人日本環境衛生センター その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷ 日本教育情報機器株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷ 日本教育情報機器株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷ 日本教育情報機器株式会社 パーソナルコンピュータ



県内業者 ﾆﾎﾝｸｳﾁｮｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本空調東北　青森営業所 空調ダクト清掃
県内業者 ﾆﾎﾝｸｳﾁｮｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本空調東北　青森営業所 ボイラー保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｯｸｽ 日本グリーンパックス株式会社　東京支社 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｯｸｽ 日本グリーンパックス株式会社　東京支社 システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｯｸｽ 日本グリーンパックス株式会社　東京支社 日用雑貨
県外業者 ﾆﾎﾝｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｯｸｽ 日本グリーンパックス株式会社　東京支社 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｴｲｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 株式会社日本経営情報システム システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｴｲｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 株式会社日本経営情報システム システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｴｲｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 株式会社日本経営情報システム パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｴｲｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 株式会社日本経営情報システム その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日本経済研究所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日本経済研究所 計画策定
県外業者 ﾆﾎﾝｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社日本経済研究所 世論調査・市場調査
県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 上水道用資材
県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 下水道用資材
県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 その他機械器具
県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾆﾎﾝｺｳｴﾝﾘｮｸﾁｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本公園緑地協会 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝｺｳｴﾝﾘｮｸﾁｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本公園緑地協会 システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾐﾝｼｮｸ 日本国民食株式会社 給食調理
県外業者 ﾆﾎﾝｺﾑﾃｯｸ 日本コムテック株式会社　東京支店 その他（物品）
県外業者 ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日本サポートサービス 医療事務
県外業者 ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日本サポートサービス 電算処理
県外業者 ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日本サポートサービス その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳﾊｲｷﾌﾞﾂｼｮﾘ 日本産業廃棄物処理株式会社 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳﾊｲｷﾌﾞﾂｼｮﾘ 日本産業廃棄物処理株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｷﾞｼﾞｭﾂ 日本システム技術株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｷﾞｼﾞｭﾂ 日本システム技術株式会社 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｷﾞｼﾞｭﾂ 日本システム技術株式会社 電算処理
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｷﾞｼﾞｭﾂ 日本システム技術株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｹｱ 日本システムケア株式会社 古物全般買取り
県外業者 ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｹｱ 日本システムケア株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲｷﾁｮｳｻ 日本水機調査株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｶﾝﾛ 日本水道管路株式会社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｶﾝﾛ 日本水道管路株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽ 日本水道サービス株式会社 その他（役務）
県内業者 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷｷﾀﾆﾎﾝﾄﾘｱﾂｶｲｼｮ 日本調理機北日本取扱所 厨房機器
県内業者 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷｷﾀﾆﾎﾝﾄﾘｱﾂｶｲｼｮ 日本調理機北日本取扱所 食器・調理用品類
県内業者 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷｷﾀﾆﾎﾝﾄﾘｱﾂｶｲｼｮ 日本調理機北日本取扱所 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷｷﾀﾆﾎﾝﾄﾘｱﾂｶｲｼｮ 日本調理機北日本取扱所 給食調理
県外業者 ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾛｺｳｳﾝ 日本道路興運株式会社 その他運送関連
県外業者 ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾛｺｳｳﾝ 日本道路興運株式会社 学校給食運搬
県外業者 ﾆﾎﾝﾉｳﾘﾂｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本能率協会 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝﾉｳﾘﾂｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本能率協会 計画策定
県外業者 ﾆﾎﾝﾉｳﾘﾂｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本能率協会 世論調査・市場調査
県外業者 ﾆﾎﾝﾉｳﾘﾂｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本能率協会 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝﾉｳﾘﾂｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本能率協会 システム保守点検
県内業者 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線株式会社　青森営業所 システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 電算処理
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 機器保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ 日本ユニシス株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ 株式会社日本レップス　東北営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ 株式会社日本レップス　東北営業所 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ 株式会社日本レップス　東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ﾆﾎﾝﾛｳﾎﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社日本漏防コンサルタント　東北営業所 その他（役務）
県内業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　青森営業所 消防用設備保守点検
県内業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　青森営業所 防火対象物点検
県内業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　青森営業所 消防用器具類
県外業者 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック株式会社　関東事業所 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック株式会社　関東事業所 水道施設維持管理
県外業者 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック株式会社　関東事業所 光学機器
県外業者 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック株式会社　関東事業所 農業用機械器具
県外業者 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック株式会社　関東事業所 消防用器具類
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 イベント企画・運営
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 会場設営・撤去
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 看板
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 広告代理
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 その他広告イベント関連
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 その他（物品）
県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 計画策定
県内業者 ﾉﾛｷｶｲﾃﾝ 有限会社野呂機械店 農業用機械器具
県内業者 ﾉﾛｷｶｲﾃﾝ 有限会社野呂機械店 軽除雪機
県外業者 ﾊｰﾍﾞｽﾄﾈｸｽﾄ ハーベストネクスト株式会社 給食調理
県外業者 ﾊｲｸﾚｰ 株式会社ハイクレー その他（役務）
県外業者 ﾊｲｸﾚｰ 株式会社ハイクレー その他原材料
県外業者 ﾊｲｸﾚｰ 株式会社ハイクレー 砕石・砂利・砂・土
県外業者 ﾊｲｸﾚｰ 株式会社ハイクレー 融雪（防塵）剤
県外業者 ﾊﾞｲｻﾞｰ バイザー株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾊﾞｲｻﾞｰ バイザー株式会社 電算処理
県外業者 ﾊﾞｲｻﾞｰ バイザー株式会社 システム開発
県外業者 ﾊﾞｲｻﾞｰ バイザー株式会社 システム保守点検
県外業者 ﾊｶﾞｸﾚﾕｳｼﾝ 葉隠勇進株式会社　東北支店 給食調理
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 活版・オフセット印刷
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 フォーム印刷
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 その他特殊印刷
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 印刷用紙類
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 事務用品
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 各種事務機器
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 スチール製品
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 看板
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 印章
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 紙ポリ用品
県外業者 ﾊｸｱｲｼｬ 株式会社博愛社　盛岡営業所 フォーム用紙
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 世論調査・市場調査
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 計画策定
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 文化財調査
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 システム開発
県内業者 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 システム保守点検
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 電算処理
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 システム開発
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 文化財調査
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 世論調査・市場調査
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 計画策定
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 その他特殊印刷
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 パーソナルコンピュータ



県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 フィルム・DPE
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 計測量機器
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 水道施設維持管理
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 一般教材
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 事務用品
県内業者 ﾊﾟｽｺ 株式会社パスコ　青森支店 看板
県内業者 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 長谷川体育施設株式会社　青森営業所 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 長谷川体育施設株式会社　青森営業所 スポーツ用品
県内業者 ﾊﾁﾉﾍｶｶﾞｸ 株式会社八戸科学　青森営業所 理化学機器
県内業者 ﾊﾁﾉﾍｶｶﾞｸ 株式会社八戸科学　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾊﾁﾉﾍｶｶﾞｸ 株式会社八戸科学　青森営業所 光学機器
県内業者 ﾊﾁﾉﾍｶｶﾞｸ 株式会社八戸科学　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ﾊｯｺｳﾂｳｼﾝｹﾝｾﾂ 八甲通信建設株式会社 機器保守点検
県内業者 ﾊｯｺｳﾂｳｼﾝｹﾝｾﾂ 八甲通信建設株式会社 システム保守点検
県内業者 ﾊｯｺｳﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社八甲メディカル 医療品
県内業者 ﾊｯｺｳﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社八甲メディカル 医療用機械器具
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社　北海道・東北支店 電気器具用消耗品
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社　北海道・東北支店 舞台機器操作
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社　北海道・東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 通信機器
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 音響機器
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 システム保守点検
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 機器保守点検
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　東北社 その他（役務）
県外業者 ﾊﾟﾈｲﾙ 株式会社パネイル その他（物品）
県外業者 ﾊﾟﾈｲﾙ 株式会社パネイル その他（役務）
県外業者 ﾊﾔｼﾀﾞｾｲｻｸｼｮ 株式会社林田製作所 擬装・架装
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 医療用機械器具
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 介護用機器・用品
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 家具・室内装飾
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾊﾟﾘﾉｻｰｳﾞｪｲ パリノ・サーヴェイ株式会社 文化財調査
県外業者 ﾊﾟﾘﾉｻｰｳﾞｪｲ パリノ・サーヴェイ株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾊﾟﾙｯｸｽ 株式会社パルックス　青森営業所 電気器具用消耗品
県内業者 ﾊﾟﾙｯｸｽ 株式会社パルックス　青森営業所 電気器具
県内業者 ﾊﾟﾙｯｸｽ 株式会社パルックス　青森営業所 その他（物品）
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー 電算処理
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー システム開発
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー システム保守点検
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー 計画策定
県外業者 ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 株式会社ビー・エイチ・シー その他（役務）
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 電算処理
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 機器保守点検
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 システム開発
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 システム保守点検
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾋﾞｰｴｽｴﾇｱｲﾈｯﾄ 株式会社ＢＳＮアイネット　東北営業所 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾋﾟｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｼｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ ＰｗＣアドバイザリー合同会社 世論調査・市場調査
県外業者 ﾋﾟｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｼｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ ＰｗＣアドバイザリー合同会社 計画策定
県外業者 ﾋﾟｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｼｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ ＰｗＣアドバイザリー合同会社 その他（役務）
県外業者 ﾋﾞｰﾑｹｲｶｸｾｯｹｲ ビーム計画設計株式会社　仙台事務所 計画策定
県外業者 ﾋﾞｰﾑｹｲｶｸｾｯｹｲ ビーム計画設計株式会社　仙台事務所 その他（役務）
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 通信機器
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 システム開発
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 機器保守点検
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 福祉機器賃貸借
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 選挙用品
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話株式会社　青森支店 視聴覚教材
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 道路標識・視線誘導標
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 仮設材
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 保安用品・用具
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 看板
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 懸垂幕
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 塗料
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 作業衣
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 仮設材賃貸借
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 その他広告イベント関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ 株式会社東日本朝日広告社　青森支店 広告代理
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ 株式会社東日本朝日広告社　青森支店 イベント企画・運営
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ 株式会社東日本朝日広告社　青森支店 会場設営・撤去
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ 株式会社東日本朝日広告社　青森支店 その他広告イベント関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ 株式会社東日本朝日広告社　青森支店 映像・音楽ソフト等制作
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 計画策定
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 その他特殊印刷
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 アスベスト等分析調査
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画株式会社　青森営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 東日本漏水調査株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 東日本漏水調査株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 各種事務機器
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ スチール製品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 事務用品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 複写機
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 印刷機
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 複写機用紙
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 印刷用紙類
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 作業衣
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 消防用器具類
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 光学機器
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 計測量機器
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 電気器具用消耗品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 通信機器
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 日用雑貨
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 選挙用品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙ 日立キャピタル株式会社 事務用機器賃貸借



県外業者 ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙ 日立キャピタル株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙ 日立キャピタル株式会社 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙｵｰﾄﾘｰｽ 日立キャピタルオートリース株式会社　東北支店 車輌賃貸借
県内業者 ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 日立建機日本株式会社　弘前営業所 特殊車輌
県内業者 ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 日立建機日本株式会社　弘前営業所 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 日立建機日本株式会社　弘前営業所 自動車用品
県内業者 ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 日立建機日本株式会社　弘前営業所 車輌整備、修繕
県外業者 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ 株式会社日立国際電気　東北支社 通信機器
県外業者 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ 株式会社日立国際電気　東北支社 音響機器
県外業者 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾔｷﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社日立国際八木ソリューションズ　東北支店 電気器具
県外業者 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾔｷﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社日立国際八木ソリューションズ　東北支店 通信機器
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 システム開発
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 電算処理
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 システム保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 機器保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 フォーム用紙
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 電気機械
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 通信機器
県外業者 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社日立システムズ　東北支社 フォーム印刷
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 水道施設維持管理
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 電気機械
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 システム開発
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 電算処理
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 システム保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 機器保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 計測量機器
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 その他機械器具
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 通信機器
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 医療用機械器具
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 その他（役務）
県外業者 ﾋﾀﾁｾｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 理化学機器
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 システム開発
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 電算処理
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 システム保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 株式会社日立ソリューションズ東日本 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 株式会社日立ビルシステム　東北支社 エレベーター保守点検
県外業者 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 株式会社日立ビルシステム　東北支社 その他賃貸借
県外業者 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 株式会社日立ビルシステム　東北支社 光学機器
県外業者 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄﾒｶﾆｸｽ 株式会社日立プラントメカニクス　東日本統括営業部 その他機械器具
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム 計画策定
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム その他（役務）
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム その他調査及び研究関連
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム システム開発
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム その他コンピュータ関連
県外業者 ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 株式会社病院システム 世論調査・市場調査
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ フォーム印刷
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 活版・オフセット印刷
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ その他特殊印刷
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 軽印刷
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ フォーム用紙
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 複写機用紙
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 印刷用紙類
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 各種事務機器
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ スチール製品
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 事務用品
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 複写機
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 印刷機
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 電算処理
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 機器保守点検
県外業者 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ営業本部 医療用機械器具
県外業者 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ営業本部 その他（役務）
県外業者 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ営業本部 その他賃貸借
県内業者 ﾌｫｰﾕｰｽﾀｯﾌ フォーユースタッフ 広告代理
県内業者 ﾌｷﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 有限会社吹田自動車整備工場 車輌整備、修繕
県内業者 ﾌｸｲｼｮｳﾃﾝ 株式会社福井商店 石油製品
県内業者 ﾌｸｲｼｮｳﾃﾝ 株式会社福井商店 一般車輌用タイヤ
県内業者 ﾌｸｲｼｮｳﾃﾝ 株式会社福井商店 ストーブ
県内業者 ﾌｸｲｼｮｳﾃﾝ 株式会社福井商店 ストーブ分解掃除
県内業者 ﾌｸｲｼｮｳﾃﾝ 株式会社福井商店 自動車用品
県内業者 ﾌｸｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 福興産業株式会社　青森支店 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｸｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 福興産業株式会社　青森支店 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｸｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 福興産業株式会社　青森支店 その他（物品）
県外業者 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 富士建設工業株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 富士建設工業株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 富士建設工業株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ 富士産業株式会社 その他（役務）
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 書籍
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 計画策定
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 プール用薬品
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 一般教材
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 保育教材
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 ワクチン
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 医療品
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 ギフト用品
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 介護用機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事株式会社　青森営業所 成分検査
県外業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　営業本部東北支店 電算処理
県外業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　営業本部東北支店 その他（役務）
県外業者 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　営業本部東北支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｼﾞﾀｿﾞｳｴﾝ 藤田造園 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｼﾞﾀｿﾞｳｴﾝ 藤田造園 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 その他（役務）
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 電算処理
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 システム開発
県外業者 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報株式会社　北東北支店 システム保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 システム開発
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 機器保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 電算処理
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通株式会社　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス　青森支店 パーソナルコンピュータ



県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート フォーム用紙
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート 電算処理
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート 機器保守点検
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート システム開発
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート システム保守点検
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート その他コンピュータ関連
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ 株式会社富士通ゼネラル　東北情報通信ネットワーク営業部 通信機器
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ 株式会社富士通ゼネラル　東北情報通信ネットワーク営業部 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社　東北支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社　東北支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 通信機器
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 機器保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 システム開発
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社富士通マーケティング　青森支店 システム保守点検
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽ 富士通リース株式会社　東北支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽ 富士通リース株式会社　東北支店 その他賃貸借
県外業者 ﾌｼﾞﾃｺﾑ フジテコム株式会社　北日本支店 その他機械器具
県外業者 ﾌｼﾞﾃｺﾑ フジテコム株式会社　北日本支店 その他（役務）
県外業者 ﾌｼﾞﾃｯｸ フジテック株式会社　北日本支社東北支店 エレベーター保守点検
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 電気機械
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 計測量機器
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 理化学機器
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 通信機器
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 ガス設備保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 アスベスト等分析調査
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｼﾞﾏｯｸ 株式会社フジマック　青森営業所 厨房機器
県内業者 ﾌｼﾞﾏｯｸ 株式会社フジマック　青森営業所 食器・調理用品類
県内業者 ﾌｼﾞﾏｯｸ 株式会社フジマック　青森営業所 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 介護用機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 保育教材
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 医療用機械器具
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 スポーツ用品
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 寝具
県内業者 ﾌｼﾞﾔﾏ ふじ山 その他機械器具
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 電気機械
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 フォーム用紙
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 計画策定
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 世論調査・市場調査
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 システム開発
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 電算処理
県内業者 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 システム保守点検
県内業者 ﾌﾟﾘﾓ 株式会社プリモ 厨房機器
県内業者 ﾌﾟﾘﾓ 株式会社プリモ 食器・調理用品類
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード その他（役務）
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード その他調査及び研究関連
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード 文化財調査
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード 複写機
県外業者 ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞ 株式会社プレシード スチール製品
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 イベント企画・運営
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 広告代理
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 その他広告イベント関連
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 世論調査・市場調査
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 活版・オフセット印刷
県外業者 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｲｷｶｯｾｲ 株式会社プロジェクト地域活性 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社ベネッセコーポレーション　初等中等教育事業本部 その他（役務）
県外業者 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社ベネッセコーポレーション　初等中等教育事業本部 一般教材
県外業者 ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ･ﾍﾙｽｹｱ 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 医療事務
県外業者 ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ･ﾍﾙｽｹｱ 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 医療用機械器具
県内業者 ﾍﾞﾝｷｮｳﾄﾞｳｺｸﾊﾞﾝｾｲｻｸｼｮ 株式会社勉強堂黒板製作所 その他（物品）
県内業者 ﾍﾞﾝｷｮｳﾄﾞｳｺｸﾊﾞﾝｾｲｻｸｼｮ 株式会社勉強堂黒板製作所 看板
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 消防用設備保守点検
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 防火対象物点検
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 消防用器具類
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 通信機器
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 音響機器
県外業者 ﾎｰﾁｷ ホーチキ株式会社　東北支社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾎﾟｰﾄ ポート株式会社 イベント企画・運営
県外業者 ﾎﾟｰﾄ ポート株式会社 その他広告イベント関連
県外業者 ﾎﾟｰﾄ ポート株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾎｰﾌﾟ 株式会社ホープ 広告代理
県外業者 ﾎｰﾌﾟ 株式会社ホープ その他（物品）
県外業者 ﾎｰﾒｲｼｮﾝ ホーメイション株式会社 計画策定
県外業者 ﾎｰﾒｲｼｮﾝ ホーメイション株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ﾎｰﾒｲｼｮﾝ ホーメイション株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾎｸｴｲｶﾝｷｮｳ 有限会社ホクエイ環境 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾎｸｴｲｶﾝｷｮｳ 有限会社ホクエイ環境 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾎｸｴｲｶﾝｷｮｳ 有限会社ホクエイ環境 包装資材
県内業者 ﾎｸｴｲｶﾝｷｮｳ 有限会社ホクエイ環境 産業廃棄物処分
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 消防用設備保守点検
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 ボイラー保守点検
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 防火対象物点検
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 空調ダクト清掃
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 電気器具用消耗品
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 厨房機器
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 ストーブ
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 消防用器具類
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 電気機械
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 電気器具
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 音響機器
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 上水道用資材
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 下水道用資材
県外業者 ﾎｹﾝｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社保健科学研究所 その他（役務）
県内業者 ﾎｹﾝﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 有限会社保険ネットワークセンター　青森支店 保険代理



県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 その他特殊印刷
県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 活版・オフセット印刷
県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 その他（物品）
県内業者 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図株式会社　青森営業所 看板
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン 広告代理
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン イベント企画・運営
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン 会場設営・撤去
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン 選挙看板設置・撤去
県外業者 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 株式会社ポニーキャニオン その他広告イベント関連
県外業者 ﾎﾘｳﾁｶﾗｰ ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 株式会社堀内カラー　ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ その他コンピュータ関連
県外業者 ﾎﾘｳﾁｶﾗｰ ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 株式会社堀内カラー　ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ システム開発
県外業者 ﾎﾘｳﾁｶﾗｰ ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 株式会社堀内カラー　ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ フィルム・DPE
県外業者 ﾎﾘｳﾁｶﾗｰ ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 株式会社堀内カラー　ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 電算処理
県外業者 ﾎﾘｳﾁｶﾗｰ ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 株式会社堀内カラー　ｱｰｶｲﾌﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ システム保守点検
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 建築物環境衛生管理
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 建物一般清掃
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 消防用設備保守点検
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 屋根雪下ろし
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 消防用器具類
県内業者 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙｶﾝﾘ 毎日ビル管理有限会社 清掃用品
県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 その他機械器具
県外業者 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所 その他機械器具
県内業者 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 前田製管株式会社　青森支店 コンクリート二次製品
県外業者 ﾏｷ 満喜株式会社東京本社 その他（役務）
県外業者 ﾏｷ 満喜株式会社東京本社 システム開発
県外業者 ﾏｷ 満喜株式会社東京本社 システム保守点検
県外業者 ﾏｻｷｺｳｷﾞｮｳ 柾木工業株式会社　東京支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 システム開発
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 システム保守点検
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 機器保守点検
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 電算処理
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾏｯｸ 株式会社マック スポーツ用品
県外業者 ﾏﾂｼﾀｾｯｹｲ 株式会社松下設計　仙台支社 世論調査・市場調査
県外業者 ﾏﾂｼﾀｾｯｹｲ 株式会社松下設計　仙台支社 計画策定
県外業者 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業株式会社 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業株式会社 産業廃棄物処分
県外業者 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業株式会社 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業株式会社 特管産業廃棄物処分
県外業者 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業株式会社 古物全般買取り
県外業者 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社松村電機製作所　東北支店 電気機械
県外業者 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社松村電機製作所　東北支店 舞台機器操作
県外業者 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社松村電機製作所　東北支店 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾏﾙｴｲｼｮｳｷ 有限会社丸栄消機 擬装・架装
県内業者 ﾏﾙｴｲｼｮｳｷ 有限会社丸栄消機 消防用器具類
県内業者 ﾏﾙｴｲｼｮｳｷ 有限会社丸栄消機 作業衣
県内業者 ﾏﾙｴｲｼｮｳｷ 有限会社丸栄消機 その他衣料
県内業者 ﾏﾙｴｲｼｮｳｷ 有限会社丸栄消機 消防用設備保守点検
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 産業廃棄物処分
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 その他運送関連
県内業者 ﾏﾙｾﾞﾝ 株式会社マルゼン　青森営業所 厨房機器
県内業者 ﾏﾙｾﾞﾝ 株式会社マルゼン　青森営業所 食器・調理用品類
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 書籍
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 スチール製品
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 家具・室内装飾
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 その他（役務）
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 事務用品
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 複写機
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 一般教材
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 視聴覚教材
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 電算処理
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 システム開発
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 システム保守点検
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 機器保守点検
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 医療用機械器具
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 介護用機器・用品
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ 丸善雄松堂株式会社　盛岡営業所 翻訳・通訳・速記
県外業者 ﾏﾙﾏｽﾏｽﾀﾞﾎﾝﾃﾝ 株式会社丸升増田本店 その他（役務）
県外業者 ﾏﾙﾏｽﾏｽﾀﾞﾎﾝﾃﾝ 株式会社丸升増田本店 古物全般買取り
県外業者 ﾏﾙﾏｽﾏｽﾀﾞﾎﾝﾃﾝ 株式会社丸升増田本店 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機株式会社　仙台営業所 電気機械
県外業者 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機株式会社　仙台営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾐｳﾗｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社三浦産業 その他（役務）
県内業者 ﾐｳﾗｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社三浦産業 その他運送関連
県内業者 ﾐｳﾗｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社三浦産業 木材
県内業者 ﾐｳﾗｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社三浦産業 その他燃料
県内業者 ﾐｳﾗｻﾝｷﾞｮｳ 有限会社三浦産業 車輌買取り
県外業者 ﾐｽﾞｺﾑ 株式会社ミズコム その他調査及び研究関連
県外業者 ﾐｿﾞｸﾞﾁｼｮｳｶｲ 株式会社みぞぐち商会 保険代理
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 システム開発
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 システム保守点検
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ株式会社 機器保守点検
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 世論調査・市場調査
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 計画策定
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 電算処理
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 システム開発
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 システム保守点検
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲｶｸ 株式会社みちのく計画 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲﾋﾞ 有限会社みちのく警備 建物一般清掃
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲﾋﾞ 有限会社みちのく警備 建築物等警備（人的）
県内業者 ﾐﾁﾉｸｹｲﾋﾞ 有限会社みちのく警備 空調ダクト清掃
県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓﾄﾗｽﾄﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓﾄﾗｽﾄﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾐﾂｳﾛｺｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾚｲﾈﾂ 三菱重工冷熱株式会社　北日本支社盛岡営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾚｲﾈﾂ 三菱重工冷熱株式会社　北日本支社盛岡営業所 電気器具
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ 三菱電機株式会社　東北支社 電気機械
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ 三菱電機株式会社　東北支社 通信機器
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　東北支社 エレベーター保守点検
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　東北支社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　東北支社 電気器具用消耗品
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　東日本本部　東北支 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　東日本本部　東北支 電気機械



県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 世論調査・市場調査
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 計画策定
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 システム開発
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 その他（役務）
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 金属屑買取り
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 車輌買取り
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 産業廃棄物処分
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 植栽管理
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾐﾄﾞﾘ 株式会社みどり 引越・貨物運送
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 保安用品・用具
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 消防用器具類
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 計測量機器
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 介護用機器・用品
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 看板
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 履物
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 作業衣
県内業者 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｱｵﾓﾘ ミドリ安全青森株式会社 帽子
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ヤンマー株式会社　盛岡営業所 消防用設備保守点検
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ヤンマー株式会社　盛岡営業所 電気機械
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 計測量機器
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 電気器具用消耗品
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 電気機械
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 光学機器
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 フォーム用紙
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 機器保守点検
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 複写機
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 複写機用紙
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 印刷用紙類
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 上水道用資材
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 下水道用資材
県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業株式会社　青森営業所 電気器具
県外業者 ﾐﾝﾅﾃﾞﾝﾘｮｸ みんな電力株式会社 その他（物品）
県外業者 ﾑｻｼ 株式会社ムサシ　仙台支店 選挙用品
県外業者 ﾑｻｼ 株式会社ムサシ　仙台支店 電算処理
県外業者 ﾑｻｼ 株式会社ムサシ　仙台支店 各種事務機器
県内業者 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ 株式会社ムラバヤシ 上水道用資材
県内業者 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ 株式会社ムラバヤシ 下水道用資材
県内業者 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ 株式会社ムラバヤシ ストーブ
県内業者 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ 株式会社ムラバヤシ 電気機械
県内業者 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ 株式会社ムラバヤシ 厨房機器
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 電気機械
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　東北支店 電気機械
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　東北支店 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　東北支店 計測量機器
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　東北支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 計画策定
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 世論調査・市場調査
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 その他（役務）
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 システム開発
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 システム保守点検
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 イベント企画・運営
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 水道施設維持管理
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 電気機械
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 その他機械器具
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 計測量機器
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 システム保守点検
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 その他（役務）
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 通信機器
県外業者 ﾒﾃﾞｨｱｸﾙｰ 株式会社メディアクルー その他コンピュータ関連
県外業者 ﾒﾃﾞｨｱｸﾙｰ 株式会社メディアクルー システム開発
県外業者 ﾒﾃﾞｨｱｸﾙｰ 株式会社メディアクルー 電算処理
県外業者 ﾒﾃﾞｨｱｸﾙｰ 株式会社メディアクルー その他賃貸借
県外業者 ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社メディウムジャパン その他賃貸借
県外業者 ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社メディウムジャパン 各種事務機器
県外業者 ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社メディウムジャパン 家具・室内装飾
県外業者 ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社メディウムジャパン 電気器具
県外業者 ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社メディウムジャパン 世論調査・市場調査
県外業者 ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 森平舞台機構株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 森平舞台機構株式会社 舞台機器操作
県外業者 ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 森平舞台機構株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 森平舞台機構株式会社 その他（物品）
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 車輌整備、修繕
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 自動車用品
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 一般車輌用タイヤ
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 保険代理
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 自動車
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 車輌買取り
県内業者 ﾔｽﾀｾｲﾋﾞ 有限会社安田整備 車輌賃貸借
県外業者 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 八千代エンジニヤリング株式会社　東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 八千代エンジニヤリング株式会社　東北支店 計画策定
県外業者 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 八千代エンジニヤリング株式会社　東北支店 世論調査・市場調査
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 一般食料品
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 牛乳、乳製品、ジュース
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 精肉、食肉加工
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 水産物
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 青果物
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 米穀
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 麺類
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 菓子類、餅
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 製菓原材料
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 調味料類
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 茶
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 紙ポリ用品



県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 包装資材
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ その他衣料
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 履物
県内業者 ﾔﾏｲｼ 株式会社ヤマイシ 帽子
県内業者 ﾔﾏｼﾞﾙｼｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 株式会社山印造園土木 植栽管理
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 水道施設維持管理
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 電気機械
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 遊具保守点検
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 その他機械器具
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 通信機器
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 理化学機器
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 上水道用資材
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 その他（物品）
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 下水道用資材
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 地下タンク等保守点検
県外業者 ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 株式会社大和速記情報センター 翻訳・通訳・速記
県外業者 ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 株式会社大和速記情報センター システム開発
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 システム開発
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 システム保守点検
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 電算処理
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム株式会社　仙台営業所 音響機器
県外業者 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム株式会社　仙台営業所 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾔﾏﾓﾄ 株式会社ヤマモト その他（役務）
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 計画策定
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 労働力派遣
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 イベント企画・運営
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 広告代理
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 会場設営・撤去
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 世論調査・市場調査
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 その他広告イベント関連
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 電算処理
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 機器保守点検
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 システム開発
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 システム保守点検
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 株式会社ＵＲリンケージ東北支店 文化財調査
県外業者 ﾕｰｱｲｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ ユーアイ警備保障株式会社 建築物等警備（人的）
県外業者 ﾕｳｾｲｶﾝｻﾎｳｼﾞﾝ 優成監査法人　東北事務所 その他（役務）
県外業者 ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 横河ソリューションサービス株式会社　東北支店 電気機械
県外業者 ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 横河ソリューションサービス株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 横河ソリューションサービス株式会社　東北支店 計測量機器
県外業者 ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 横河ソリューションサービス株式会社　東北支店 理化学機器
県外業者 ﾖｺﾊﾏｷﾝｿﾞｸｼｮｳｼﾞ 横浜金属商事株式会社　仙台事業所 その他（役務）
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 家具・室内装飾
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 道路標識・視線誘導標
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 保安用品・用具
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 厨房機器
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 スチール製品
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 仮設材
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 屋根材
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 その他原材料
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 上水道用資材
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 下水道用資材
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 木材
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 生コン・セメント
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 コンクリート二次製品
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 看板
県内業者 ﾖｼﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社吉田産業　弘前支店 テント
県外業者 ﾖｼﾀﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社吉田生物研究所 その他（役務）
県外業者 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 株式会社ライズファクトリー その他（物品）
県外業者 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 株式会社ライズファクトリー 書籍
県外業者 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 株式会社ライズファクトリー ギフト用品
県外業者 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 株式会社ライズファクトリー スポーツ用品
県外業者 ﾗﾝｸﾞ 株式会社ラング 文化財調査
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 計画策定
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 世論調査・市場調査
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 イベント企画・運営
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 その他広告イベント関連
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 文化財調査
県外業者 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン株式会社　仙台事務所 労働力派遣
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム システム開発
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム 機器保守点検
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム システム保守点検
県内業者 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 株式会社リーディングシステム 電算処理
県外業者 ﾘｸﾁﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 株式会社リクチ漏水調査　東北営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾘｸﾁﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 株式会社リクチ漏水調査　東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス 広告代理
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス その他調査及び研究関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス 世論調査・市場調査
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス イベント企画・運営
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス その他コンピュータ関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス 計画策定
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社リクルートホールディングス その他（役務）
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル 広告代理
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル その他調査及び研究関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル 世論調査・市場調査
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル その他（役務）
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル 計画策定
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル その他コンピュータ関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 株式会社リクルートライフスタイル イベント企画・運営
県外業者 ﾘｹﾝﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ 株式会社理研分析センター　秋田営業所 アスベスト等分析調査
県外業者 ﾘｹﾝﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ 株式会社理研分析センター　秋田営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース株式会社　東北支社 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース株式会社　東北支社 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース株式会社　東北支社 車輌賃貸借
県外業者 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース株式会社　東北支社 その他賃貸借
県外業者 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学株式会社　仙台支店 水道施設維持管理
県外業者 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社流通研究所 計画策定
県外業者 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社流通研究所 世論調査・市場調査
県外業者 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社流通研究所 イベント企画・運営
県外業者 ﾘｮｳｺｳﾘﾌﾄﾄｳﾎｸ 菱光リフト東北株式会社 エレベーター保守点検
県外業者 ﾘｮｳｺｳﾘﾌﾄﾄｳﾎｸ 菱光リフト東北株式会社 その他機械器具
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ システム開発
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ システム保守点検
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 電算処理



県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 機器保守点検
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ その他賃貸借
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 複写機
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 複写機用紙
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ 印刷用紙類
県外業者 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社両備システムズ フォーム用紙
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 産業廃棄物処分
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 特管産業廃棄物処分
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 金属屑買取り
県内業者 ﾙｰﾌﾟ 有限会社ループ 古物全般買取り
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 会場設営・撤去
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 イベント企画・運営
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 車輌賃貸借
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 自動車
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 特殊車輌
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 電気機械
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 電動工具類
県内業者 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 株式会社レンタルのニッケン　弘前営業所 農業用機械器具
県外業者 ﾛｳｽｲﾁｮｳｻｾﾝﾀｰ 株式会社漏水調査センター その他（役務）
県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 その他機械器具
県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 その他原材料
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾄｳﾎｸ ロジスネクスト東北株式会社　青森支店 特殊車輌
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾄｳﾎｸ ロジスネクスト東北株式会社　青森支店 車輌整備、修繕
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾄｳﾎｸ ロジスネクスト東北株式会社　青森支店 その他機械器具
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ ロジスネクストユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター 特殊車輌
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ ロジスネクストユニキャリア株式会社　弘前サービスセンター 軽除雪機
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ ロジスネクスト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
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ ロジスネクスト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
県内業者 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ ロジスネクスト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
県外業者 ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾞ ワールドウォーターバッグ株式会社 消防用器具類
県内業者 ﾜｲｴｽ ワイエス株式会社　ミッド事業部弘前営業所 その他（役務）
県外業者 ﾜｲｽﾞ 株式会社ワイズ システム開発
県外業者 ﾜｲｽﾞｺｳｷｮｳﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ ワイズ公共データシステム株式会社 システム開発
県外業者 ﾜｲｽﾞﾏﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 株式会社ワイズマンコンサルティング 計画策定
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 クリーニング
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 寝具
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 介護用機器・用品
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 医療衣
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 その他衣料
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 作業衣
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 家具・室内装飾
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 トイレットペーパー
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 スチール製品
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 食器・調理用品類
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 厨房機器
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 医療用機械器具
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 履物
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 電気器具
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 清掃用品
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア株式会社　八戸営業所 その他（役務）


