
市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 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
県外業者 ｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃｨﾒﾃﾞｨｶﾙ R＆Tメディカル株式会社 古物全般買取り
県外業者 ｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃｨﾒﾃﾞｨｶﾙ R＆Tメディカル株式会社 医療用機械器具
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 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 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 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 計画策定
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 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 その他建物管理設備関連
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 機器保守点検
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 世論調査・市場調査
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 システム開発
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 文化財調査
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 家具・室内装飾
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 木工製品
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 翻訳・通訳・速記
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 パーソナルコンピュータ
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 保安用品・用具
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 計測量機器
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 アスベスト等分析調査
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 理化学教材
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 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 その他（役務）
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
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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 事務用機器賃貸借
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 その他賃貸借
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
県内業者 ｱｲﾃｨｴｲﾁ ＩＴＨ合同会社 その他機械器具
県内業者 ｱｲﾃｨｴｲﾁ ＩＴＨ合同会社 その他（役務）
県内業者 ｱｲﾃｨｴｲﾁ ＩＴＨ合同会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｲﾃｨｴｲﾁ ＩＴＨ合同会社 その他コンピュータ関連
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 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 その他（役務）
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 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｱｲﾃｯｸ アイテック株式会社　東北支店 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　東北支店 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　東北支店 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
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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 ｱｲﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 株式会社アイネットサポート その他（役務）
県外業者 ｱｲﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 株式会社アイネットサポート 労働力派遣
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
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 電気器具
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 電気器具用消耗品
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 計測量機器
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 日用雑貨
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 その他（物品）
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 農業用資材・造園資材
県内業者 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ アイリスオーヤマ株式会社LED東日本事業部東北支店青森営業所 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（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 ｱｵﾓﾘｴｺﾌﾟﾗﾝ 株式会社青森エコプラン アスベスト等分析調査
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 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 一般廃棄物処分
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
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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ｼｮｸﾄﾐｽﾞﾉｹﾝｻｾﾝﾀｰ 一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター 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ｼｮｸﾄﾐｽﾞﾉｹﾝｻｾﾝﾀｰ 一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター その他調査及び研究関連
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ 青森県りんごジュース株式会社 牛乳、乳製品、ジュース
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 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 建築物等警備（人的）
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 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　青森主管支店 融雪（防塵）剤
県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　青森主管支店 引越・貨物運送
県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 青森三八五流通株式会社　青森主管支店 その他運送関連
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）
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 擬装・架装
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 特殊車輌
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 自動車用品
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 自動車
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 消防用器具類
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 作業衣
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 保安用品・用具
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 履物
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 医療衣
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 テント
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 通信機器
県外業者 ｱｶｵ 株式会社赤尾　東京本社 医療用機械器具
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
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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 ｱｸｱﾃｯｸ アクアテック株式会社　東北営業所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｱｸｱﾃｯｸ アクアテック株式会社　東北営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｱｸｱﾃｯｸ アクアテック株式会社　東北営業所 その他（役務）
県外業者 ｱｸｱﾃｯｸ 株式会社アクアテック　関東営業所 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｱｸｱﾃｯｸ 株式会社アクアテック　関東営業所 水道施設維持管理
県外業者 ｱｸｱﾃｯｸ 株式会社アクアテック　関東営業所 その他（役務）
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 古物全般買取り
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 車輌買取り
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 金属屑買取り
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 スチール製品
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 事務用品
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 通信機器
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 介護用機器・用品
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 機器保守点検
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 システム保守点検
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 農業用機械器具
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 電動工具類
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 ストーブ
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 厨房機器
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 電気器具
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 一般車輌用タイヤ
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 自動車用品
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 家具・室内装飾
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 その他（物品）
県内業者 ｱｸｾｽ アクセス株式会社 その他（役務）
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　仙台営業所 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　仙台営業所 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　仙台営業所 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　仙台営業所 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
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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 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 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 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 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 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 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 その他調査及び研究関連
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 ｱｽｺｴﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社アスコエパートナーズ システム開発
県外業者 ｱｽｺｴﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社アスコエパートナーズ その他コンピュータ関連
県外業者 ｱｽｺｴﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社アスコエパートナーズ その他（役務）
県外業者 ｱｽｺｴﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社アスコエパートナーズ イベント企画・運営
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 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 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 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 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 ｱﾝｼﾝｻﾎﾟｰﾄ 株式会社あんしんサポート その他（役務）
県外業者 ｱﾝｼﾝｻﾎﾟｰﾄ 株式会社あんしんサポート 通信機器
県外業者 ｱﾝｼﾝｻﾎﾟｰﾄ 株式会社あんしんサポート その他（物品）
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県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ ﾄｳﾎｸｴｲｷﾞｮｳｼｮ 安全索道株式会社　東北営業所 その他機械器具
県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ ﾄｳﾎｸｴｲｷﾞｮｳｼｮ 安全索道株式会社　東北営業所 遊具保守点検
県外業者 ｱﾝﾌｨﾆ 株式会社アンフィニ その他（役務）
県外業者 ｲｰｾﾙ 株式会社イーセル 電力供給
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 軽除雪機
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
県内業者 ｲｾﾄｰ 株式会社イセトー　青森営業所 フォーム印刷
県内業者 ｲｾﾄｰ 株式会社イセトー　青森営業所 活版・オフセット印刷
県内業者 ｲｾﾄｰ 株式会社イセトー　青森営業所 その他特殊印刷
県外業者 ｲﾁｶﾜｼﾞﾝｼｮｳｼﾞ 市川甚商事株式会社 消防用器具類
県外業者 ｲﾁｶﾜｼﾞﾝｼｮｳｼﾞ 市川甚商事株式会社 保安用品・用具
県外業者 ｲﾁｶﾜｼﾞﾝｼｮｳｼﾞ 市川甚商事株式会社 医療衣
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 ｲﾄｳﾁｭｳﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　北日本営業部 その他コンピュータ関連
県外業者 ｲﾄｳﾁｭｳﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　北日本営業部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｲﾄｳﾁｭｳﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　北日本営業部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｲﾄｳﾁｭｳﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　北日本営業部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｲﾄｳﾁｭｳﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　北日本営業部 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 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 計画策定
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 医療用機械器具
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 石鹸、洗剤類
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 ｲﾜｷｻﾝﾗｼﾞｺﾝｸｳｺｳ 岩木山ラジコン空港株式会社 農業用機械器具
県内業者 ｲﾜｷｻﾝﾗｼﾞｺﾝｸｳｺｳ 岩木山ラジコン空港株式会社 電気器具
県内業者 ｲﾜｷｻﾝﾗｼﾞｺﾝｸｳｺｳ 岩木山ラジコン空港株式会社 その他調査及び研究関連
県内業者 ｲﾜｷｻﾝﾗｼﾞｺﾝｸｳｺｳ 岩木山ラジコン空港株式会社 その他（役務）
県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 プロパンガス
県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 石油製品
県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 その他機械器具
県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 電気機械
県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 厨房機器



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県内業者 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ イワタニセントラル東北株式会社　つがる営業所 電気器具用消耗品
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 その他賃貸借
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 システム保守点検
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 システム開発
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｲﾝｴｯｸｽ イン・エックス株式会社 その他ＯＡ機器・用品
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 その他調査及び研究関連
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 電算処理
県外業者 ｲﾝｿｰｽ 株式会社インソース　東北支社 映像・音楽ソフト等制作
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 機器保守点検
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 システム保守点検
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 その他コンピュータ関連
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 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 株式会社インフォマティクス その他賃貸借
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 事務用機器賃貸借
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 その他（物品）
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 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 その他（役務）
県外業者 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 計画策定
県外業者 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 書籍
県外業者 ｳｪﾙｸﾙ 株式会社ウェルクル　札幌支店 医療用機械器具
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　岩手オペレーションセンター 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　岩手オペレーションセンター プール用薬品
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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　岩手オペレーションセンター 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　岩手オペレーションセンター 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　岩手オペレーションセンター 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　北日本支店 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　北日本支店 水道施設維持管理
県外業者 ｳｵｸﾆｿｳﾎﾝｼｬ 株式会社魚国総本社　東北支社 給食調理
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業統括グループ 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　営業統括グループ 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　営業統括グループ 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　営業統括グループ 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　営業統括グループ 電算処理
県外業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 株式会社内田洋行　営業統括グループ 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　営業統括グループ 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　営業統括グループ 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　営業統括グループ 事務用機器賃貸借
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 システム開発
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 システム保守点検
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 機器保守点検
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ　東北支店青森営業所 スチール製品
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 消防用器具類
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 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 防火対象物点検
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 その他（役務）
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 医療品
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 医薬
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 ワクチン
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 医療用機械器具
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 介護用機器・用品
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 ガス設備保守点検
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 その他賃貸借
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 その他（役務）
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 その他機械器具
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 電気機械
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 消防用器具類
県内業者 ｴｱｳｫｰﾀｰﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ エア・ウォーター東日本株式会社　青森支店 融雪（防塵）剤
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 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 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 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 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 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 カップ、旗、バッヂ
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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 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 選挙用品
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 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 機器保守点検
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 事務用機器賃貸借
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 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 その他ＯＡ機器・用品
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
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 石油製品
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 その他燃料
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 上水道用資材
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 下水道用資材
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 電気機械
県内業者 ｴｺﾑｱｵｲﾓﾘ 株式会社エコム青い森 融雪（防塵）剤
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 機器保守点検
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 複写機用紙
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 家具・室内装飾
県内業者 ｴｽﾃｨｲｰ エスティイー株式会社　青森支店 清掃用品
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 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 システム開発
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 システム保守点検
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 電算処理
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SB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 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 通信機器
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ SBテクノロジー株式会社 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 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
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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
県外業者 ｴｽﾌﾟｰﾙｸﾞﾛｰｶﾙ 株式会社エスプールグローカル その他（役務）
県外業者 ｴｯｸｽﾄｼｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社エックス都市研究所　東北事務所 計画策定
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 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 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 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　営業統括本部 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　営業統括本部 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　営業統括本部 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　営業統括本部 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　営業統括本部 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　営業統括本部 パーソナルコンピュータ
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　営業統括本部 その他ＯＡ機器・用品
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 電話交換
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 その他コンピュータ関連
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
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ＮＥＣフィールディング株式会社　青森支店 機器保守点検
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ＮＥＣフィールディング株式会社　青森支店 その他コンピュータ関連
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ＮＥＣフィールディング株式会社　青森支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ＮＥＣフィールディング株式会社　青森支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 通信機器
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 印刷機
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 複写機
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 システム開発
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 システム保守点検
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ NECプラットフォームズ株式会社　東日本支社 その他建物管理設備関連
県内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　青森支店 飲料水水質検査
県内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　青森支店 アスベスト等分析調査
県内業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　青森支店 その他調査及び研究関連
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 事務用品
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 複写機
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 印刷用紙類
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX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 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX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 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 自動車
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 特殊車輌
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 自動車用品
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 包装資材
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 作業衣
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 帽子
県内業者 ｴﾇｴｯｸｽｼｮｳｼﾞ NX商事株式会社　青森営業センター 車輌買取り
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 計画策定
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 その他調査及び研究関連
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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
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 世論調査・市場調査
県内業者 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 アスベスト等分析調査
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 ｴﾇﾃｨﾃｨﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ NTTタウンページ株式会社　ソリューション営業部 広告代理
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ NTTタウンページ株式会社　ソリューション営業部 その他調査及び研究関連
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ NTTタウンページ株式会社　ソリューション営業部 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ NTTタウンページ株式会社　ソリューション営業部 その他（役務）
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃｨｰｼｰﾘｰｽ ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　東北支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃｨｰｼｰﾘｰｽ ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　東北支店 福祉機器賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃｨｰｼｰﾘｰｽ ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　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 理化学機器
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 事務用品
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 各種事務機器
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 一般教材
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 音響機器
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 医療用機械器具
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 事務用機器賃貸借
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 その他賃貸借
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾈｸｼｱ 株式会社NTTネクシア　東北支店　北東北オフィス その他（役務）
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾈｸｼｱ 株式会社NTTネクシア　東北支店　北東北オフィス 電話交換
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾈｸｼｱ 株式会社NTTネクシア　東北支店　北東北オフィス 世論調査・市場調査
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾈｸｼｱ 株式会社NTTネクシア　東北支店　北東北オフィス 労働力派遣
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
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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ビリング事業本部 その他（役務）
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 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 電気機械
県外業者 ｴﾈｻｰﾌﾞ エネサーブ株式会社 電力供給
県外業者 ｴﾈｯﾄ 株式会社エネット 電力供給
県外業者 ｴﾈｯﾄ 株式会社エネット 電力買取
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　営業第一部 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　営業第一部 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　営業第一部 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　営業第一部 電力買取
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　営業第一部 電力供給
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
県内業者 ｴﾎﾞｯｸ 有限会社エボック　弘前支店 イベント企画・運営
県内業者 ｴﾎﾞｯｸ 有限会社エボック　弘前支店 会場設営・撤去
県内業者 ｴﾎﾞｯｸ 有限会社エボック　弘前支店 その他広告イベント関連
県内業者 ｴﾎﾞｯｸ 有限会社エボック　弘前支店 舞台機器操作
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 医療品
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 医療用機械器具
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 介護用機器・用品
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 日用雑貨
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 医療衣
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 その他（物品）
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 システム開発
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 システム保守点検
県外業者 ｴﾑｱｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ MIソリューションズ株式会社 その他（役務）
県外業者 ｴﾑｷｬｽﾄ エム・キャスト株式会社 古物全般買取り
県外業者 ｴﾑｷｬｽﾄ エム・キャスト株式会社 医療用機械器具
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 水道施設維持管理
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 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エレベーターコミュニケーションズ株式会社　青森支店 エレベーター保守点検
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
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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 ｵｰｸｽ 株式会社オークス システム開発
県外業者 ｵｰｸｽ 株式会社オークス 電算処理
県外業者 ｵｰｸｽ 株式会社オークス 労働力派遣
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）
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 その他（物品）
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 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 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 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 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 ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社オープンループパートナーズ 世論調査・市場調査
県外業者 ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社オープンループパートナーズ 電話交換
県外業者 ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社オープンループパートナーズ 労働力派遣
県外業者 ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社オープンループパートナーズ その他（役務）
県外業者 ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 株式会社オープンループパートナーズ イベント企画・運営
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 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ ＯＫＩクロステック株式会社　東北支社別館 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ ＯＫＩクロステック株式会社　東北支社別館 通信機器
県外業者 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ ＯＫＩクロステック株式会社　東北支社別館 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ ＯＫＩクロステック株式会社　東北支社別館 電話交換
県外業者 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ ＯＫＩクロステック株式会社　東北支社別館 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 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
県外業者 ｵﾈｽﾄﾜﾝ 株式会社オネスト・ワン 古物全般買取り
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
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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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ｶﾂﾗﾀﾞﾋﾞｿｳ 有限会社桂田美掃 産業廃棄物収集運搬
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
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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
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 食器・調理用品類
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 厨房機器
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 包装資材
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 紙ポリ用品
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 作業衣
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 履物
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 ギフト用品
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 帽子
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 石鹸、洗剤類
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 トイレットペーパー
県内業者 ｶﾈﾀｹﾅﾘｹ 株式会社金竹成家 日用雑貨
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 システム開発
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 システム保守点検
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 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 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　統括本部ガスタービン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 その他建物管理設備関連
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 その他（役務）
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 飲料水水質検査
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 アスベスト等分析調査
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 空気環境測定
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 排水管清掃
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 地下タンク等漏洩検査
県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 化学工業薬品・試薬品



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社環境科学研究所 プール用薬品
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 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 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 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 成分検査
県内業者 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 環境技術株式会社 浄化槽保守点検
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 その他（役務）
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 理化学機器
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 計測量機器
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測株式会社　青森営業所 システム保守点検
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
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 防火対象物点検
県外業者 ｶﾝﾄｳﾌﾞﾝｶｻﾞｲｼﾝｺｳｶｲ 関東文化財振興会株式会社 文化財調査
県外業者 ｶﾝﾄｳﾌﾞﾝｶｻﾞｲｼﾝｺｳｶｲ 関東文化財振興会株式会社 その他（役務）
県外業者 ｷｸﾃｯｸ 株式会社キクテック　盛岡支店 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　盛岡支店 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（役務）
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 電算処理
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 その他建物管理設備関連
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 水道施設維持管理
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 その他調査及び研究関連
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 システム保守点検
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　 貯水槽清掃・保守点検
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　 排水管清掃
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　 地下タンク等漏洩検査
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）



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 電気器具用消耗品
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 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 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 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 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 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス その他（役務）
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス その他広告イベント関連
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス その他建物管理設備関連
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス 車輌整備、修繕
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス 塗料
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス 寝具
県外業者 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社木下抗菌サービス 医療用機械器具
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イベント企画・運営
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 電算処理
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 機器保守点検
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 システム開発
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 システム保守点検
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 複写機
県外業者 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 その他ＯＡ機器・用品
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
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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 ｷｬﾝｻｰｽｷｬﾝ 株式会社キャンサースキャン その他（役務）
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 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 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 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 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 その他（役務）
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
県内業者 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック株式会社青森事業所 建築物環境衛生管理
県内業者 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック株式会社青森事業所 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック株式会社青森事業所 空気環境測定
県内業者 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック株式会社青森事業所 飲料水水質検査
県内業者 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック株式会社青森事業所 ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｷﾘｼﾏ 株式会社桐しま 保険代理
県内業者 ｷﾝｷﾆﾎﾝﾂｰﾘｽﾄ 近畿日本ツーリスト株式会社　青森支店 建築物等警備（人的）
県内業者 ｷﾝｷﾆﾎﾝﾂｰﾘｽﾄ 近畿日本ツーリスト株式会社　青森支店 イベント企画・運営
県内業者 ｷﾝｷﾆﾎﾝﾂｰﾘｽﾄ 近畿日本ツーリスト株式会社　青森支店 その他広告イベント関連
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 ｸﾍﾞｰﾗ 株式会社Kubera 電気器具
県外業者 ｸﾍﾞｰﾗ 株式会社Kubera 印刷機
県外業者 ｸﾍﾞｰﾗ 株式会社Kubera 通信機器
県外業者 ｸﾍﾞｰﾗ 株式会社Kubera 事務用機器賃貸借



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ｸﾍﾞｰﾗ 株式会社Kubera その他建物管理設備関連
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 ｸﾘｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ クリアソリューションズ株式会社 計画策定
県外業者 ｸﾘｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ クリアソリューションズ株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｸﾘｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ クリアソリューションズ株式会社 システム開発
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 株式会社グリーンエコ　東京事務所 世論調査・市場調査
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 株式会社グリーンエコ　東京事務所 計画策定
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 株式会社グリーンエコ　東京事務所 その他調査及び研究関連
県外業者 ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 株式会社グリーンエコ　東京事務所 電算処理
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 建物一般清掃
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 消防用設備保守点検
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン ボイラー熱管理
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 建築物環境衛生管理
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 建築物等警備（人的）
県内業者 ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 有限会社グリーンジャパン 電話交換
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 ｸﾞﾘｰﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社グリーンメディカル 古物全般買取り
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 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 建物一般清掃
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 建築物環境衛生管理
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 建築物等警備（人的）
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 電話交換
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 空気環境測定
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ ボイラー保守点検
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ エレベーター保守点検
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ 飲料水水質検査
県外業者 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ 株式会社グローバルステージ ボイラー熱管理
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 ｸﾞﾛｯﾌﾟ 株式会社グロップ その他（役務）
県外業者 ｸﾞﾛｯﾌﾟ 株式会社グロップ システム開発
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 舞台機器操作
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 スチール製品
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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 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 木工製品
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 その他賃貸借
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 ｹｲﾕｳｹﾝｾﾂ 有限会社慶友建設 アスベスト等分析調査
県内業者 ｹｰｱｰﾙｼｰ 株式会社KRC　三戸支社 保険代理
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
県外業者 ｹﾝｾﾂｴﾇｱｰﾙﾃｨ 建設ＮＲＴ株式会社 文化財調査
県外業者 ｹﾝｾﾂｴﾇｱｰﾙﾃｨ 建設ＮＲＴ株式会社 労働力派遣
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 計画策定
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 世論調査・市場調査
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 その他調査及び研究関連
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 システム開発
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 電算処理
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 その他コンピュータ関連
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 システム保守点検
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 機器保守点検
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 アスベスト等分析調査
県内業者 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社建設技術研究所青森事務所 成分検査
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（役務）
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（物品）
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 その他機械器具
県外業者 ｹﾞﾝｿｳ 株式会社元創 労働力派遣
県外業者 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社現代けんこう出版 その他（役務）
県外業者 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社現代けんこう出版 イベント企画・運営
県外業者 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社現代けんこう出版 書籍
県外業者 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社現代けんこう出版 その他（物品）
県外業者 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 株式会社現代けんこう出版 計画策定
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 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 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｹﾝﾅﾝｾｲｿｳ 県南清掃株式会社 その他（役務）



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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　 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　 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 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 その他賃貸借
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 ｺｰﾕｰﾚﾝﾃｨｱ コーユーレンティア株式会社 古物全般買取り
県外業者 ｺｰﾕｰﾚﾝﾃｨｱ コーユーレンティア株式会社 事務用機器賃貸借
県外業者 ｺｰﾕｰﾚﾝﾃｨｱ コーユーレンティア株式会社 その他賃貸借
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 一般教材
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 電力供給
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 電力買取
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 その他賃貸借
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



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 消防用器具類
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 その他衣料
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 道路標識・視線誘導標
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 擬装・架装
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 保安用品・用具
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 看板
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 消防用設備保守点検
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 防火対象物点検
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 カップ、旗、バッヂ
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 テント
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 懸垂幕
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 その他機械器具
県内業者 ｺﾞｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 互光産業株式会社 融雪（防塵）剤
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 その他（役務）
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 通信機器
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 その他コンピュータ関連
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 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 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 システム保守点検
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
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 スポーツ用品
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 その他機械器具
県内業者 ｺｾｷ コセキ株式会社　青森営業所 看板
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 コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 その他調査及び研究関連
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 計画策定
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 システム開発
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 システム保守点検
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 複写機
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 翻訳・通訳・速記
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 電算処理
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 映像・音楽ソフト等制作



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 印刷機
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 電気器具
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 その他（物品）
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 計測量機器
県外業者 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 世論調査・市場調査
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 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 特殊車輌
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 車輌整備、修繕
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 軽除雪機
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 自動車用品
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 農業用機械器具
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 その他賃貸借
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 電気機械
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 その他機械器具
県内業者 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 車輌買取り
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
県内業者 ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ 株式会社小山商会　青森出張所 寝具
県内業者 ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ 株式会社小山商会　青森出張所 家具・室内装飾
県内業者 ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ 株式会社小山商会　青森出張所 その他賃貸借
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 電算処理
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 広告代理
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 イベント企画・運営
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 電算処理
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 活版・オフセット印刷
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 その他（物品）
県外業者 ｻｲﾈｯｸｽ 株式会社サイネックス その他運送関連
県外業者 ｻｶｲﾋｯｺｼｾﾝﾀｰ 株式会社サカイ引越センター北日本本部 引越・貨物運送
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 翻訳・通訳・速記
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 ｻﾆﾀｶﾝｷｮｳ 有限会社サニタ環境 貯水槽清掃・保守点検



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県内業者 ｻﾆﾀｶﾝｷｮｳ 有限会社サニタ環境 ねずみ・昆虫等防除
県内業者 ｻﾆﾀｶﾝｷｮｳ 有限会社サニタ環境 排水管清掃
県内業者 ｻﾆﾀｶﾝｷｮｳ 有限会社サニタ環境 空気環境測定
県内業者 ｻﾆﾀｶﾝｷｮｳ 有限会社サニタ環境 空調ダクト清掃
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 その他建物管理設備関連
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（物品）
県外業者 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 三晃工業株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 三晃工業株式会社 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 その他建物管理設備関連
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 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 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 その他ＯＡ機器・用品
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（役務）
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 エレベーター保守点検
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 家具・室内装飾
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）
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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 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社　青森支店 その他（役務）
県内業者 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社　青森支店 その他機械器具
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 世論調査・市場調査
県外業者 ｻﾝﾎﾟｳ 株式会社三豊 その他（役務）
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス 介護用機器・用品
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス 医療用機械器具
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス 厨房機器
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス スチール製品
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス 食器・調理用品類
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス 家具・室内装飾
県内業者 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ 株式会社サンメディックス　シルバーレンタルサービス スポーツ用品
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
県外業者 ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 株式会社シアターワークショップ 計画策定
県外業者 ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 株式会社シアターワークショップ 世論調査・市場調査
県外業者 ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 株式会社シアターワークショップ その他（役務）
県外業者 ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 株式会社シアターワークショップ イベント企画・運営
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 ｼﾞｰｴｽｴﾌ 株式会社ジーエスエフ 給食調理
県外業者 ｼﾞｰﾌﾟﾚｲｽ 株式会社G-Place東京支社 その他（役務）
県外業者 ｼﾞｰﾌﾟﾚｲｽ 株式会社G-Place東京支社 システム開発
県外業者 ｼﾞｰﾌﾟﾚｲｽ 株式会社G-Place東京支社 システム保守点検
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　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　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　東北営業所 その他（役務）
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　青森営業所 機器保守点検
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　青森営業所 その他建物管理設備関連
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 ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 各種事務機器
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 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 ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 事務用機器賃貸借
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 機器保守点検
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 システム開発
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 システム保守点検
県外業者 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 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 ｴｲｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ 株式会社ジェイエスキューブ　営業本部 電算処理
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　鹿島製造所 その他（役務）
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ 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 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 株式会社ＪＴＢ青森支店 その他（役務）
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社ＪＴＢ青森支店 その他広告イベント関連



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社ＪＴＢ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 株式会社ＪＴＢ青森支店 広告代理
県内業者 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 株式会社ＪＴＢ青森支店 会場設営・撤去
県外業者 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東北支店 電気機械
県外業者 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東北支店 電気器具
県外業者 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東北支店 通信機器
県外業者 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東北支店 音響機器
県外業者 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム東北支店 消防用設備保守点検
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 ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 株式会社ジオプラン・ナムテック システム開発
県外業者 ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 株式会社ジオプラン・ナムテック システム保守点検
県外業者 ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 株式会社ジオプラン・ナムテック 電算処理
県外業者 ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 株式会社ジオプラン・ナムテック その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 株式会社ジオプラン・ナムテック 事務用機器賃貸借
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 計画策定
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 ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 株式会社ジチタイアド 広告代理
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 株式会社ジチタイアド その他（物品）
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 株式会社ジチタイアド イベント企画・運営
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 株式会社ジチタイアド 世論調査・市場調査
県外業者 ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 株式会社ジチタイアド その他コンピュータ関連
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 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
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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
県内業者 ｼﾏﾔ 株式会社シマヤ 医薬
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 上水道用資材
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 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 複写機
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 複写機用紙
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 パーソナルコンピュータ
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 電気機械
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 電気器具
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 事務用機器賃貸借
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 機器保守点検
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 システム開発
県外業者 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当 システム保守点検
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 その他コンピュータ関連
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 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 その他ＯＡ機器・用品
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 計画策定
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）
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 その他特殊印刷
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 活版・オフセット印刷
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 軽印刷
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 その他コンピュータ関連
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 システム開発
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 システム保守点検
県外業者 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート株式会社　仙台営業所 電算処理
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 擬装・架装
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 保安用品・用具
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 消防用器具類
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 作業衣
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 帽子
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県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 消防用設備保守点検
県内業者 ｼｮｳﾎﾞｳｱﾝｾﾞﾝｾﾝﾀｰｱｵﾓﾘ 株式会社消防安全センター青森 防火対象物点検
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 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 労働力派遣
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 その他（役務）
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 その他（役務）
県外業者 ｼﾝｸ 株式会社シンク 事務用機器賃貸借
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 医療品
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 医療用機械器具
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 介護用機器・用品
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 医療衣
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 機器保守点検
県内業者 ｼﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ 新生メディカル株式会社　 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 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 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 上水道用資材
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 下水道用資材
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 水道施設維持管理
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 汚水処理施設維持管理
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県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 その他（役務）
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 計測量機器
県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 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　東北支店 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　東北支店 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水ingエンジニアリング株式会社　東北支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水ingエンジニアリング株式会社　東北支店 その他機械器具
県外業者 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水ingエンジニアリング株式会社　東北支店 その他賃貸借
県外業者 ｽﾀｰ 株式会社スター その他建物管理設備関連
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス 労働力派遣
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス 医療事務
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス 電話交換
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス イベント企画・運営
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス 世論調査・市場調査
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス その他調査及び研究関連
県外業者 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 株式会社スタッフサービス 電算処理
県外業者 ｽﾐﾀﾞﾃｯｺｳ 角田鉄工株式会社　東北営業所 上水道用資材
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 水道施設維持管理
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 汚水処理施設維持管理
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
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 汚水処理施設維持管理
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター その他建物管理設備関連
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 水道施設維持管理
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター その他調査及び研究関連
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター その他機械器具
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 電気機械
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 建物一般清掃
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 貯水槽清掃・保守点検
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 空気環境測定
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 遊具保守点検
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 飲料水水質検査
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 建築物環境衛生管理
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 浄化槽保守点検
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター ねずみ・昆虫等防除
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 排水管清掃
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス その他調査及び研究関連
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス その他建物管理設備関連
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 汚水処理施設維持管理
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス その他機械器具
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 電気機械
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 浄化槽保守点検
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 産業廃棄物処分
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 建物一般清掃
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社清掃テクノサービス 遊具保守点検
県内業者 ｾｲﾄｳﾓｯｺｳ 株式会社清藤木工 木工製品
県内業者 ｾｲﾅﾝｱｰﾙｲｰｱｰﾙ 株式会社青南ＲＥＲ 一般廃棄物処分
県内業者 ｾｲﾅﾝｱｰﾙｲｰｱｰﾙ 株式会社青南ＲＥＲ 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ｾｲﾅﾝｱｰﾙｲｰｱｰﾙ 株式会社青南ＲＥＲ 産業廃棄物処分
県内業者 ｾｲﾅﾝｱｰﾙｲｰｱｰﾙ 株式会社青南ＲＥＲ 特管産業廃棄物処分
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



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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
県外業者 ｾｺﾑ セコム株式会社 医療用機械器具
県外業者 ｾﾞﾈﾗﾙ ゼネラル株式会社 その他ＯＡ機器・用品
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 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 その他広告イベント関連
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 世論調査・市場調査
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）
県外業者 ｿｰｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ソーシャルアドバンス株式会社 その他（役務）
県外業者 ｿｰｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ソーシャルアドバンス株式会社 その他調査及び研究関連
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 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 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 電気器具
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社 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 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 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 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 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 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 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 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 その他機械器具
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社 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 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 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 その他広告イベント関連
県外業者 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク株式会社 計測量機器
県内業者 ｿﾗｽﾄ 株式会社ソラスト　仙台支社 医療事務
県内業者 ｿﾗｽﾄ 株式会社ソラスト　仙台支社 労働力派遣
県内業者 ｿﾗｽﾄ 株式会社ソラスト　仙台支社 電算処理
県内業者 ｿﾗｽﾄ 株式会社ソラスト　仙台支社 その他（役務）
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 電算処理
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 システム開発
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 システム保守点検
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ｿﾘﾏﾁ ソリマチ株式会社 パーソナルコンピュータ
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 システム保守点検
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



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 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 その他調査及び研究関連
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 ﾀﾞｲｼｮｳｿﾞｳｴﾝ 株式会社大昭造園 植栽管理
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（役務）
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 アスファルト資材
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 生コン・セメント
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 砕石・砂利・砂・土
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 その他原材料
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 下水道用資材
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 融雪（防塵）剤
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 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント株式会社青森営業所 計画策定
県内業者 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント株式会社青森営業所 世論調査・市場調査
県内業者 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント株式会社青森営業所 その他調査及び研究関連
県内業者 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント株式会社青森営業所 システム開発
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県内業者 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント株式会社青森営業所 その他コンピュータ関連
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 融雪（防塵）剤
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 プロパンガス
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 石油製品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 その他燃料
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 スチール製品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 事務用品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 保安用品・用具
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 消防用器具類
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 農業用機械器具
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 電動工具類
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 ストーブ
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 厨房機器
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 光学機器
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 計測量機器
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 理化学機器
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 その他機械器具
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 電気機械
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 電気器具
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 電気器具用消耗品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 通信機器
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 化学工業薬品・試薬品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 プール用薬品
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 食器・調理用品類
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 日用大工用具
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 履物
県内業者 ﾀｲﾍｲﾖｳｻﾞｲ 太平熔材株式会社　黒石営業所 作業衣
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 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 一般教材
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 保育教材
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 理化学教材
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 視聴覚教材
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 電気器具
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 電気器具用消耗品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 電気機械
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 寝具
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 家具・室内装飾
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 清掃用品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 石鹸、洗剤類
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 日用雑貨
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 トイレットペーパー
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 日用大工用具
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 塗料



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 履物
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 その他衣料
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 書籍
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 楽器
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 事務用品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 各種事務機器
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 電動工具類
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 光学機器
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 保安用品・用具
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 スポーツ用品
県外業者 ﾀﾞｲﾜｶｾｲ 大和化成株式会社 一般市販薬
県外業者 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業株式会社　仙台営業所 会場設営・撤去
県外業者 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業株式会社　仙台営業所 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　仙台営業所 イベント企画・運営
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（物品）
県外業者 ﾀﾑﾗ 株式会社タムラ その他（役務）



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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
県内業者 ﾀﾞﾘ ＤＡＬＩ株式会社 その他（役務）
県内業者 ﾀﾞﾘ ＤＡＬＩ株式会社 電算処理
県内業者 ﾀﾞﾘ ＤＡＬＩ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 その他（役務）
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 シート
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 テント
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 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　仙台支店 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　仙台支店 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　仙台支店 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　仙台支店 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　仙台支店 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　仙台支店 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　仙台支店 電気機械
県外業者 ﾃｨｰｱｰﾙｼｰｱﾃﾞｱｯｸ TRC-ADEAC株式会社 電算処理
県外業者 ﾃｨｰｱｰﾙｼｰｱﾃﾞｱｯｸ TRC-ADEAC株式会社 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾃｨｰｱｰﾙｼｰｱﾃﾞｱｯｸ TRC-ADEAC株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 仮設材
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 看板
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 カップ、旗、バッヂ
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 シート
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 テント



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 広告代理
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 イベント企画・運営
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 会場設営・撤去
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 選挙看板設置・撤去
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 計画策定
県外業者 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ ＴＳＰ太陽株式会社 その他調査及び研究関連
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
県外業者 ﾃｲｼﾞﾝﾍﾙｽｹｱ 帝人ヘルスケア株式会社 医療用機械器具
県内業者 ﾃｨﾃｨｹｲｴﾝｼﾞｱｵﾓﾘ 株式会社ＴＴＫエンジ青森 機器保守点検
県内業者 ﾃｨﾃｨｹｲｴﾝｼﾞｱｵﾓﾘ 株式会社ＴＴＫエンジ青森 システム保守点検
県内業者 ﾃｨﾃｨｹｲｴﾝｼﾞｱｵﾓﾘ 株式会社ＴＴＫエンジ青森 通信機器
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 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 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 株式会社データホライゾン　 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　 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　 電算処理
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ 水道施設維持管理
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ 光学機器
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ 農業用機械器具
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ 消防用器具類
県外業者 ﾃｸｱﾉｰﾂ 株式会社テクアノーツ その他機械器具
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 ﾃｽｺ テスコ株式会社 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 建築物環境衛生管理



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 建物一般清掃
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 貯水槽清掃・保守点検
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 その他機械器具
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 スチール製品
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 事務用品
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 電気器具
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 医療用機械器具
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 通信機器
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 電気器具用消耗品
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 保安用品・用具
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 音響機器
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 家具・室内装飾
県外業者 ﾃﾙｳｪﾙﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル東日本株式会社　東北支店 印章
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（役務）
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 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 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 その他コンピュータ関連
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（役務）
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 翻訳・通訳・速記
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 ﾄｳｵｳﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 東奥マネジメント株式会社 車輌賃貸借
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 システム開発
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 システム保守点検
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
県外業者 ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 東京システム特機株式会社 通信機器
県外業者 ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 東京システム特機株式会社 機器保守点検
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 電算処理
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　青森支店 楽器



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 事務用品
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 複写機
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 印刷機
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 複写機用紙
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 印刷用紙類
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 通信機器
県内業者 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ 株式会社東京堂　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 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　青森支店 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 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 その他調査及び研究関連
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 電算処理
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
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業部 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　弘前営業部 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　弘前営業部 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　弘前営業部 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　弘前営業部 シート
県内業者 ﾄｳｺｳｼｮｳｼﾞ 東鉱商事株式会社　弘前営業部 その他衣料
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 通信機器
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 計測量機器
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 音響機器
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 汚水処理施設維持管理
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 その他建物管理設備関連
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 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
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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 イベント企画・運営
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 パーソナルコンピュータ
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ＯＡ機器・用品
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 事務用機器賃貸借
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 システム開発
県外業者 ﾄｳﾎｸｴﾇﾃｲｴｽ 有限会社東北エヌテイエス 看板
県外業者 ﾄｳﾎｸｴﾇﾃｲｴｽ 有限会社東北エヌテイエス 電気機械
県外業者 ﾄｳﾎｸｴﾇﾃｲｴｽ 有限会社東北エヌテイエス その他（物品）
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 その他（役務）
県内業者 ﾄｳﾎｸｺｸｻｲｼﾊﾞﾌ 有限会社東北国際芝生 植栽管理
県内業者 ﾄｳﾎｸｺｸｻｲｼﾊﾞﾌ 有限会社東北国際芝生 農業用資材・造園資材
県内業者 ﾄｳﾎｸｺｸｻｲｼﾊﾞﾌ 有限会社東北国際芝生 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾄｳﾎｸｺｸｻｲｼﾊﾞﾌ 有限会社東北国際芝生 農業用機械器具
県内業者 ﾄｳﾎｸｺｸｻｲｼﾊﾞﾌ 有限会社東北国際芝生 産業廃棄物収集運搬
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
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 産業廃棄物処分
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 浄化槽汚泥運搬
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 アスベスト等分析調査
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北ターボ工業 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 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 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 通信機器
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 音響機器
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 複写機
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
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
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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 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾀｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東北舞台工業 その他建物管理設備関連
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 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
県外業者 ﾄｳﾖｳｱｸｱﾃｯｸ 株式会社東洋アクアテック その他（物品）
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
県外業者 ﾄﾞｳﾜﾂｳｳﾝ ＤＯＷＡ通運株式会社 特管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 一般廃棄物収集運搬
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 計測量機器
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 化学工業薬品・試薬品
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 その他建物管理設備関連
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
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 その他（役務）
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 計画策定
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 イベント企画・運営
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 家具・室内装飾
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾘｱﾙﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ 電算処理
県外業者 ﾄｰﾀﾙﾘｱﾙﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ 計画策定
県内業者 ﾄｰﾃﾂｼｹﾞﾝ トーテツ資源株式会社弘前営業所 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾄｰﾃﾂｼｹﾞﾝ トーテツ資源株式会社弘前営業所 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾄｰﾃﾂｼｹﾞﾝ トーテツ資源株式会社弘前営業所 金属屑買取り
県内業者 ﾄｰﾃﾂｼｹﾞﾝ トーテツ資源株式会社弘前営業所 産業廃棄物処分
県外業者 ﾄｰﾏﾂ 有限責任監査法人トーマツ 計画策定
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
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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 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 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 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 スチール製品
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 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（物品）
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 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 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 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 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 看板
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 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 広告用品
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 世論調査・市場調査
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 石鹸、洗剤類
県内業者 ﾄﾑﾒﾃﾞｨｯｸ 株式会社トム・メディック 医療衣
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）
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 特殊車輌
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 車輌整備、修繕
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 車輌買取り
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 車輌賃貸借
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 その他機械器具
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 特殊車輌用タイヤ
県内業者 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｱｵﾓﾘ トヨタエルアンドエフ青森株式会社　弘前営業所 一般車輌用タイヤ
県外業者 ﾄﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社トライグループ その他（役務）
県外業者 ﾄﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社トライグループ その他調査及び研究関連
県外業者 ﾄﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社トライグループ その他広告イベント関連
県外業者 ﾄﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社トライグループ イベント企画・運営
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 世論調査・市場調査
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 電算処理
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 システム開発
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 システム保守点検
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 労働力派遣
県外業者 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ トランス・コスモス株式会社 イベント企画・運営
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）
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県外業者 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 株式会社トリアド工房 文化財調査
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 会場設営・撤去
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 ﾄﾞﾘｰﾑﾎｯﾌﾟ 株式会社ドリームホップ その他（役務）
県外業者 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ 株式会社酉島製作所　仙台支店 その他機械器具
県外業者 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ 株式会社酉島製作所　仙台支店 その他建物管理設備関連
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
県内業者 ﾅｶｷﾖ 株式会社中清 産業廃棄物収集運搬
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 ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 長田広告株式会社 看板
県内業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　青森営業所 厨房機器
県内業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　青森営業所 食器・調理用品類
県内業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　青森営業所 清掃用品
県内業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　青森営業所 作業衣
県内業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　青森営業所 帽子
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 軽印刷
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 電算処理
県外業者 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナカバヤシ株式会社　東京本社 印刷用紙類
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 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 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 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 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 その他ＯＡ機器・用品
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（物品）
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 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾅｶﾐﾁﾘｰｽ 中道リース株式会社 福祉機器賃貸借
県内業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　青森営業所 仮設材
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 家具・室内装飾
県外業者 ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ ナショナル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 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 自動車用品
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 産業廃棄物処分
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 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
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 アスベスト等分析調査
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北営業所 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　東北営業所 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　東北営業所 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　東北営業所 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 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 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



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 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 世論調査・市場調査
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 計画策定
県外業者 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 株式会社ニチイ学館 翻訳・通訳・速記
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 その他賃貸借
県外業者 ﾆｯｸ 株式会社ニック　東京支店 その他賃貸借
県外業者 ﾆｯｸ 株式会社ニック　東京支店 システム開発
県外業者 ﾆｯｸ 株式会社ニック　東京支店 事務用品
県外業者 ﾆｯｸ 株式会社ニック　東京支店 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 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 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 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 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 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 特管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 その他（役務）
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 宅配給食サービス
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 その他コンピュータ関連
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 計画策定
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 アスベスト等分析調査
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 その他調査及び研究関連
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 その他（役務）
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 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 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 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 その他賃貸借
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
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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 ﾆｯﾂｳﾘｰｽｱﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ 日通リース＆ファイナンス株式会社　青森営業所 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳﾘｰｽｱﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ 日通リース＆ファイナンス株式会社　青森営業所 車輌賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳﾘｰｽｱﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ 日通リース＆ファイナンス株式会社　青森営業所 その他賃貸借
県内業者 ﾆｯﾂｳﾘｰｽｱﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ 日通リース＆ファイナンス株式会社　青森営業所 福祉機器賃貸借
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 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 その他建物管理設備関連
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
県外業者 ﾆｯﾄｳｺｳｴｲ 日東工営株式会社　東北支店 仮設材
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 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ｱｵﾓﾘｼﾃﾝ 日本通運株式会社　青森支店 引越・貨物運送
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾄｳﾎｸｹｲｿｳｼﾃﾝ 日本通運株式会社　東北警送支店 建築物等警備（人的）
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 ﾆﾎﾝｲﾁﾔｽｲﾜﾅﾉﾐｾ 有限会社日本一安い罠の店 その他（物品）
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 システム開発
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 システム保守点検
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 電算処理
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 株式会社日本インシーク東北支店 計画策定
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 ﾆﾎﾝｶｲｹｲｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 日本会計コンサルティング株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾆﾎﾝｶｲｹｲｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 日本会計コンサルティング株式会社 その他（役務）
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 一般教材
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 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 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 その他（物品）
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地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 計測量機器
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 ギフト用品
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 ﾆﾎﾝｷｼｮｳｷｮｳｶｲ 一般財団法人日本気象協会　東北支社 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾆﾎﾝｷｼｮｳｷｮｳｶｲ 一般財団法人日本気象協会　東北支社 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 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 ﾆﾎﾝｺｸﾐﾝｼｮｸ 日本国民食株式会社 学校給食運搬
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 その他（役務）
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 労働力派遣
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 金属屑買取り
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 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 電算処理
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 ﾆﾎﾝｽｲｷﾁｮｳｻ 日本水機調査株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲｷﾁｮｳｻ 日本水機調査株式会社 理化学機器
県外業者 ﾆﾎﾝｽｲｷﾁｮｳｻ 日本水機調査株式会社 計測量機器
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　東北支店 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　東北支店 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
県外業者 ﾆﾎﾝﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ 日本ビズアップ株式会社 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾆﾎﾝﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ 日本ビズアップ株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝﾋﾝｼﾂﾎｼｮｳｷｺｳ 一般財団法人日本品質保証機構 その他（役務）
県外業者 ﾆﾎﾝﾌﾟﾗﾝﾄｹﾝｾﾂ 株式会社日本プラント建設 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾆﾎﾝﾌﾟﾗﾝﾄｹﾝｾﾂ 株式会社日本プラント建設 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾆﾎﾝﾏｰｷﾝｸﾞ 日本マーキング株式会社 アスファルト資材
県外業者 ﾆﾎﾝﾏｰｷﾝｸﾞ 日本マーキング株式会社 融雪（防塵）剤
県外業者 ﾆﾎﾝﾏｰｷﾝｸﾞ 日本マーキング株式会社 道路標識・視線誘導標



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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
県内業者 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本旅行東北　青森支店 その他（役務）
県内業者 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本旅行東北　青森支店 イベント企画・運営
県内業者 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本旅行東北　青森支店 会場設営・撤去
県内業者 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本旅行東北　青森支店 その他広告イベント関連
県内業者 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 株式会社日本旅行東北　青森支店 その他運送関連
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 その他調査及び研究関連
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）
県外業者 ﾈｸｽﾄ-ｱｲ Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　盛岡支店 計画策定
県外業者 ﾈｸｽﾄ-ｱｲ Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　盛岡支店 世論調査・市場調査
県外業者 ﾈｸｽﾄ-ｱｲ Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　盛岡支店 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 消防用設備保守点検
県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 防火対象物点検
県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 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
県内業者 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ パーソル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 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ パーソル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）
県内業者 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ パーソル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 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ パーソル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 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ パーソル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
県外業者 ﾊｰﾌﾟ 株式会社HARP システム開発
県外業者 ﾊｰﾌﾟ 株式会社HARP システム保守点検
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 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（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 ﾊｶﾞｸﾚﾌｰﾄﾞ ソシオフードサービス株式会社　東北支店 給食調理
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 ﾊｶﾞｸﾚﾕｳｼﾝ 葉隠勇進株式会社　東北支店 学校給食運搬
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 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



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 電算処理
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 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 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 化学工業薬品・試薬品
県外業者 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックLＳ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 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックLＳ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 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックLＳ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　東日本社 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　東日本社 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　東日本社 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　東日本社 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　東日本社 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　東日本社 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　東日本社 その他（役務）
県外業者 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ 株式会社ハムシステム庄内 通信機器
県外業者 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ 株式会社ハムシステム庄内 音響機器
県外業者 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ 株式会社ハムシステム庄内 その他（役務）
県外業者 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ 株式会社ハムシステム庄内 その他調査及び研究関連
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
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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 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 その他（役務）
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 電気器具
県外業者 ﾊﾟﾗﾃｸﾉ パラテクノ株式会社 その他（物品）
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
県外業者 ﾊﾝｼﾝﾄﾞｳﾘｮｸｷｶｲ 阪神動力機械株式会社　東京支店 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾊﾝｼﾝﾄﾞｳﾘｮｸｷｶｲ 阪神動力機械株式会社　東京支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾊﾝｼﾝﾄﾞｳﾘｮｸｷｶｲ 阪神動力機械株式会社　東京支店 その他機械器具
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 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 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 その他ＯＡ機器・用品
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 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 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 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 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 車輌買取り
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 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾗｲﾅｰ 東日本ライナー株式会社 その他調査及び研究関連
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 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
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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 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 機器保守点検
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 その他機械器具
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 医療用機械器具
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 介護用機器・用品
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 作業衣
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ ギフト用品
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 印章
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 楽器
県内業者 ﾋｸﾞﾁ 株式会社ヒグチ 選挙用品
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　東日本支社 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 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 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 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 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 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 電気機械
県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 計測量機器
県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 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 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 株式会社日立ビルシステム　東日本支社 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　東日本支社 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　東日本支社 光学機器
県外業者 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ ヒューマンリソシア株式会社 その他ＯＡ機器・用品



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 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 印刷用紙類
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 事務用品
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 ギフト用品
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ 印章
県内業者 ﾋﾛﾀ 株式会社ヒロタ その他（物品）
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 その他コンピュータ関連
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 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 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 その他賃貸借
県外業者 ﾌｪｱｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社ＦairＭedical 医療用機械器具
県外業者 ﾌｪｱｰﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社ＦairＭedical 古物全般買取り
県内業者 ﾌｫｰﾕｰｽﾀｯﾌ フォーユースタッフ 広告用品
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ その他機械器具
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ システム開発
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ システム保守点検
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ 機器保守点検
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ 通信機器
県内業者 ﾌｫﾙﾃ 株式会社フォルテ その他コンピュータ関連
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 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 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 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 医療用機械器具
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 化学工業薬品・試薬品



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 成分検査
県内業者 ﾌｼﾞﾀｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞ フジタ環境整備株式会社 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾌｼﾞﾀｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞ フジタ環境整備株式会社 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
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス その他コンピュータ関連
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス システム保守点検
県外業者 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 株式会社富士通エフサス その他ＯＡ機器・用品
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 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
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 事務用品
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 フォーム用紙
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 通信機器
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 事務用機器賃貸借
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 電算処理
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 機器保守点検
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 システム開発
県内業者 ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　青森支社 システム保守点検
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 システム保守点検
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 その他コンピュータ関連
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　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 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 特管産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部東北支店 パーソナルコンピュータ



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部東北支店 その他ＯＡ機器・用品
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 看板
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 電気器具用消耗品
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 フォーム用紙
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 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 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 その他賃貸借
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
県外業者 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 株式会社フューチャーイン　東京支店 システム開発
県外業者 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 株式会社フューチャーイン　東京支店 システム保守点検
県外業者 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 株式会社フューチャーイン　東京支店 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 株式会社フューチャーイン　東京支店 パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 株式会社フューチャーイン　東京支店 その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 有限会社ブラッシュ・アップ その他（役務）
県内業者 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 有限会社ブラッシュ・アップ 木工製品
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 ﾌﾙｶﾜﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ 株式会社古川ポンプ製作所 医療用機械器具
県外業者 ﾌﾙｶﾜﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ 株式会社古川ポンプ製作所 その他機械器具
県外業者 ﾌﾙｷｬｽﾄ 株式会社フルキャスト 労働力派遣
県外業者 ﾌﾙｷｬｽﾄ 株式会社フルキャスト 電算処理
県外業者 ﾌﾙｷｬｽﾄ 株式会社フルキャスト 電話交換
県外業者 ﾌﾙｷｬｽﾄ 株式会社フルキャスト 世論調査・市場調査
県外業者 ﾌﾙｷｬｽﾄ 株式会社フルキャスト その他（役務）
県外業者 ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社ブレインサービス システム開発
県外業者 ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社ブレインサービス システム保守点検
県外業者 ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社ブレインサービス パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社ブレインサービス その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社ブレインサービス 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 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 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ 株式会社ブロードリンク 古物全般買取り
県外業者 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ 株式会社ブロードリンク その他コンピュータ関連
県外業者 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ 株式会社ブロードリンク 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ 株式会社ブロードリンク パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ 株式会社ブロードリンク 産業廃棄物収集運搬



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾌﾞﾝｶｻﾞｲｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｾﾝﾀｰ 一般社団法人文化財科学研究センター 文化財調査
県外業者 ﾌﾞﾝｶｻﾞｲｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｾﾝﾀｰ 一般社団法人文化財科学研究センター その他（役務）
県外業者 ﾌﾞﾝｶｼﾔｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ 文化シヤッターサービス株式会社　東北サービス支店 その他建物管理設備関連
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　小中学校事業部 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　小中学校事業部 一般教材
県外業者 ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ 株式会社ベネフィット・ワン その他（役務）
県外業者 ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ 株式会社ベネフィット・ワン 医療用機械器具
県外業者 ﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄﾗﾎﾞ 合同会社ヘルスサポートラボ その他（物品）
県外業者 ﾍﾞﾙﾘﾝｸﾞ 株式会社ベルリング 特殊車輌
県外業者 ﾍﾞﾙﾘﾝｸﾞ 株式会社ベルリング 消防用器具類
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 ﾍﾞﾝｺﾞｼﾎｳｼﾞﾝﾗｲｽﾞｿｳｺﾞｳﾎｳﾘﾂｼﾞﾑｼｮ 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 その他（役務）
県外業者 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ 株式会社ボーダーリンク 労働力派遣
県外業者 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ 株式会社ボーダーリンク 翻訳・通訳・速記
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 ﾎｸｴﾂﾄｳﾎｸ ﾂｶﾞﾙｴｲｷﾞｮｳｼﾞｮ 株式会社ホクエツ東北　津軽営業所 コンクリート二次製品
県内業者 ﾎｸｴﾂﾄｳﾎｸ ﾂｶﾞﾙｴｲｷﾞｮｳｼﾞｮ 株式会社ホクエツ東北　津軽営業所 その他原材料
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 空調ダクト清掃
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 通信機器
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 音響機器
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 機器保守点検
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 消防用設備保守点検
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）
県外業者 ﾎﾞｼﾓ 母子モ株式会社 システム開発
県外業者 ﾎﾞｼﾓ 母子モ株式会社 システム保守点検
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 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 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 看板
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 その他コンピュータ関連
県外業者 ﾏｰｿ マーソ株式会社 その他（役務）
県内業者 ﾏｲｸﾛｾﾝﾀｰ マイクロセンター株式会社 電算処理
県内業者 ﾏｲｸﾛｾﾝﾀｰ マイクロセンター株式会社 翻訳・通訳・速記
県内業者 ﾏｲｸﾛｾﾝﾀｰ マイクロセンター株式会社 その他（役務）
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 ﾏｴｻﾞﾜｷｭｳｿｳｺｳｷﾞｮｳ 前澤給装工業株式会社　青森営業所 上水道用資材
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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 その他（役務）
県外業者 ﾏｷ 満喜株式会社 システム開発
県外業者 ﾏｷ 満喜株式会社 システム保守点検
県内業者 ﾏﾁﾂﾞｸﾘｹｲｶｸｾｯｹｲ 株式会社まちづくり計画設計青森事務所 計画策定
県内業者 ﾏﾁﾂﾞｸﾘｹｲｶｸｾｯｹｲ 株式会社まちづくり計画設計青森事務所 その他調査及び研究関連
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 計画策定
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 その他調査及び研究関連
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
県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 水道施設維持管理
県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 その他建物管理設備関連
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 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 舞台機器操作
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 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 木材
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 ﾐｻﾞｯｸ ミザック株式会社　東京支店 汚水処理施設維持管理
県内業者 ﾐｻﾜｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社三沢警備保障 その他（役務）
県内業者 ﾐｻﾜｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社三沢警備保障 通信機器
県内業者 ﾐｻﾜｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 株式会社三沢警備保障 建築物等警備（人的）
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 ﾐｽﾞﾎﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ みずほ東芝リース株式会社 事務用機器賃貸借



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾐｽﾞﾎﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ みずほ東芝リース株式会社 その他賃貸借
県外業者 ﾐｽﾞﾎﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ みずほ東芝リース株式会社 福祉機器賃貸借
県外業者 ﾐｽﾞﾎﾘｰｽ みずほリース株式会社仙台支店 事務用機器賃貸借
県外業者 ﾐｽﾞﾎﾘｰｽ みずほリース株式会社仙台支店 車輌賃貸借
県外業者 ﾐｽﾞﾎﾘｰｽ みずほリース株式会社仙台支店 その他賃貸借
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 その他調査及び研究関連
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 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 建築物環境衛生管理
県内業者 ﾐﾁﾉｸｼﾞﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲｷｻｰﾋﾞｽ みちのく自動販売機サービス株式会社　青森営業所 その他機械器具
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 電力供給
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼｴｲﾁｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｵｰﾄﾘｰｽ 三菱HCキャピタルオートリース株式会社　東北支店 車輌賃貸借
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾌｧｲﾅﾝｽ 三菱自動車ファイナンス株式会社　法人業務部 車輌賃貸借
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　東北支社盛岡営業所 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　東北支社盛岡営業所 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　東北支社 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　東北支社 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 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 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 その他（物品）
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 帽子
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 電気機械
県外業者 ﾐﾅﾄｺｳｶｲｹｲ 株式会社港公会計 世論調査・市場調査
県外業者 ﾐﾅﾄｺｳｶｲｹｲ 株式会社港公会計 計画策定
県外業者 ﾐﾅﾄｺｳｶｲｹｲ 株式会社港公会計 その他調査及び研究関連
県外業者 ﾐﾅﾄｺｳｶｲｹｲ 株式会社港公会計 その他（役務）
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ヤンマー株式会社　盛岡支店 電気機械
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ヤンマー株式会社　盛岡支店 消防用設備保守点検
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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 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 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 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 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 機器保守点検
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 システム保守点検
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 通信機器
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 計測量機器
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 特殊車輌
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　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　盛岡営業所 自家用電気工作物点検等
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 計測量機器
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 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　盛岡営業所 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 機器保守点検
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 システム保守点検
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 電算処理
県外業者 ﾒｲﾎｳ 株式会社名豊 イベント企画・運営



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 ﾒﾀｳｫｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 水道施設維持管理
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 汚水処理施設維持管理
県外業者 ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 株式会社メディブレーン 医療事務
県外業者 ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 株式会社メディブレーン その他（役務）
県外業者 ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 株式会社メディブレーン 電算処理
県外業者 ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 株式会社メディブレーン 労働力派遣
県外業者 ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 株式会社メディブレーン その他調査及び研究関連
県外業者 ﾒﾌｫｽ 株式会社メフォス 給食調理
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 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　北日本支店 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　北日本支店 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　北日本支店 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 ﾔﾏｶﾞﾀｻｲｾｷ 山形砕石株式会社 砕石・砂利・砂・土
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



市外　物品役務
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令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 システム開発
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 システム保守点検
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 砕石・砂利・砂・土
県内業者 ﾔﾏﾀｹｾｷﾕ 山武石油株式会社 石油製品
県内業者 ﾔﾏﾀｹｾｷﾕ 山武石油株式会社 一般車輌用タイヤ
県内業者 ﾔﾏﾀｹｾｷﾕ 山武石油株式会社 自動車用品
県内業者 ﾔﾏﾀｹｾｷﾕ 山武石油株式会社 ストーブ
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
県外業者 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 システム開発
県外業者 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 医療事務
県外業者 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 システム保守点検
県外業者 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 電算処理
県外業者 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 その他コンピュータ関連
県外業者 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 パーソナルコンピュータ
県外業者 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 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 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 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 ﾔﾏﾓﾄ 株式会社ヤマモト 産業廃棄物収集運搬
県外業者 ﾔﾏﾓﾄ 株式会社ヤマモト 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ ヤンマーエネルギーシステム株式会社　青森営業所 自家用電気工作物点検等
県内業者 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ ヤンマーエネルギーシステム株式会社　青森営業所 その他建物管理設備関連
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 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 ﾕｰｱｲｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ ユーアイ警備保障株式会社 その他（物品）
県内業者 ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ 株式会社ユニマットライフ　青森営業所 印刷用紙類
県内業者 ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ 株式会社ユニマットライフ　青森営業所 パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ 株式会社ユニマットライフ　青森営業所 その他ＯＡ機器・用品
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



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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 システム保守点検
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）
県外業者 ﾖｼｵｶｹｲｴｲｾﾝﾀｰ 株式会社吉岡経営センター パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾖｼｵｶｹｲｴｲｾﾝﾀｰ 株式会社吉岡経営センター 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
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ パーソナルコンピュータ
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ その他ＯＡ機器・用品
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ システム開発
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ その他コンピュータ関連
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ 機器保守点検
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ システム保守点検
県内業者 ﾖｼﾀﾞｼｽﾃﾑ 株式会社吉田ｼｽﾃﾑ その他賃貸借
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 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 医療品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan スポーツ用品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 理化学機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 計測量機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 光学機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 保安用品・用具
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 食器・調理用品類
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 清掃用品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 日用雑貨
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 履物
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 寝具
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 作業衣
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan トイレットペーパー
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 印刷用紙類
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 複写機用紙
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan フォーム用紙
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 看板
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 道路標識・視線誘導標
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 砕石・砂利・砂・土
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 生コン・セメント



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan コンクリート二次製品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan アスファルト資材
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 木材
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan スチール製品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 事務用品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 複写機
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan パーソナルコンピュータ
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 農業用機械器具
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 電動工具類
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 厨房機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 電気機械
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 電気器具
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 電気器具用消耗品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 通信機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 音響機器
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 一般食料品
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 塗料
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan 日用大工用具
県外業者 ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社Life Innovation Japan カップ、旗、バッヂ

県外業者 ﾗｻｼｮｳｼﾞ ラサ商事株式会社　仙台支店 その他機械器具
県外業者 ﾗｻｼｮｳｼﾞ ラサ商事株式会社　仙台支店 その他賃貸借
県外業者 ﾗｻｼｮｳｼﾞ ラサ商事株式会社　仙台支店 その他建物管理設備関連
県外業者 ﾗｻｼｮｳｼﾞ ラサ商事株式会社　仙台支店 電気機械
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 電算処理
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 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
県外業者 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
県外業者 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
県外業者 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
県外業者 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
県外業者 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 ﾘｴｽﾊﾟﾜｰﾈｸｽﾄｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ リエスパワーネクスト株式会社 電力供給
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング 映像・音楽ソフト等制作
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング 翻訳・通訳・速記
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング システム開発
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング その他コンピュータ関連
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング イベント企画・運営
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング その他広告イベント関連
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング 計画策定
県外業者 ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 株式会社リエゾンパブリッシング 世論調査・市場調査
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 株式会社リクルート 広告代理
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート その他調査及び研究関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート 世論調査・市場調査
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート イベント企画・運営
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート その他コンピュータ関連
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート 計画策定
県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート その他（役務）



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

県外業者 ﾘｸﾙｰﾄ 株式会社リクルート 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 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 成分検査
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 空気環境測定
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 飲料水水質検査
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 その他調査及び研究関連
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 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 株式会社流通研究所 その他（役務）
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 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 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 その他コンピュータ関連
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 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 その他賃貸借
県外業者 ﾚｵｯｸ 株式会社LEOC その他（役務）
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 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 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
県内業者 ﾛｰｽﾞﾘｰｼｹﾞﾝ 有限会社ローズリー資源 産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾛｰｽﾞﾘｰｼｹﾞﾝ 有限会社ローズリー資源 特管産業廃棄物収集運搬
県内業者 ﾛｰｽﾞﾘｰｼｹﾞﾝ 有限会社ローズリー資源 産業廃棄物処分
県内業者 ﾛｰｽﾞﾘｰｼｹﾞﾝ 有限会社ローズリー資源 古物全般買取り
県内業者 ﾛｰｽﾞﾘｰｼｹﾞﾝ 有限会社ローズリー資源 金属屑買取り
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（役務）
県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 その他（物品）
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弘前支店 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弘前支店 軽除雪機
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弘前支店 その他機械器具



市外　物品役務
地区区分 カナ業者名 業者名 業種名

令和４年度　競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点）

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弘前支店 車輌買取り
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弘前支店 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）
県内業者 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　青森事業所 システム開発
県内業者 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　青森事業所 システム保守点検
県内業者 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　青森事業所 その他ＯＡ機器・用品
県外業者 ﾜｺｰｼｮｳｼﾞ 株式会社ワコー商事 システム開発
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）
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 電気器具


