
令和４年度競争入札参加資格者名簿（R4.4.1時点） 市外工事
地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
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 電気通信工事

県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム 建築一式工事

県外業者 ｱｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社アートシステム 内装仕上工事

県内業者 ｱｰﾄﾃﾞﾝｷｷｶｸ 有限会社アート電気企画 電気工事
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 建築一式工事

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 電気工事
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 内装仕上工事

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 電気通信工事

県外業者 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 株式会社ＩＨＩインフラシステム　東北営業所 土木一式工事

県外業者 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 株式会社ＩＨＩインフラシステム　東北営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 株式会社ＩＨＩインフラシステム　東北営業所 鋼構造物工事

県外業者 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 株式会社ＩＨＩインフラシステム　東北営業所 塗装工事
県外業者 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 株式会社ＩＨＩインフラシステム　東北営業所 水道施設工事

県外業者 ｱｲｻﾜｺｳｷﾞｮｳ アイサワ工業株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｱｲｻﾜｺｳｷﾞｮｳ アイサワ工業株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｱｲｻﾜｺｳｷﾞｮｳ アイサワ工業株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｱｲｻﾜｺｳｷﾞｮｳ アイサワ工業株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｱｲｼｰｴｽ 株式会社アイシーエス 電気通信工事

県外業者 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 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 電気通信工事

県外業者 ｱｲﾎｰ 株式会社アイホー　盛岡営業所 管工事
県外業者 ｱｲﾎｰ 株式会社アイホー　盛岡営業所 機械器具設置工事

県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 土木一式工事

県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 舗装工事
県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 塗装工事
県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 造園工事
県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 水道施設工事

県内業者 ｱｵｹﾝ 株式会社アオケン 解体工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 建築一式工事

県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 大工工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 左官工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 石工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 屋根工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 鋼構造物工事

県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 鉄筋工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 板金工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 ガラス工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 塗装工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 防水工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 内装仕上工事

県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 熱絶縁工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 建具工事
県内業者 ｱｵｹﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社青建防水工業 解体工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ｱｵﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 青森エンジニアリング株式会社 土木一式工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 青森エンジニアリング株式会社 電気工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 青森エンジニアリング株式会社 管工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 青森エンジニアリング株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 青森エンジニアリング株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｿｳｼﾞｷﾞｮｳ 青森県塗装事業協同組合 塗装工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｹﾝﾄｿｳｼﾞｷﾞｮｳ 青森県塗装事業協同組合 防水工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾞﾊﾞﾝｹﾝｷｭｳｼｮ 有限会社青森地盤研究所 さく井工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 土木一式工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 舗装工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｼﾝﾄﾞｳﾛﾚｷｻﾞｲ 青森新道路瀝材株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 青森設備工業株式会社 土木一式工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 青森設備工業株式会社 管工事
県内業者 ｱｵﾓﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 青森設備工業株式会社 水道施設工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 青森設備工業株式会社 消防施設工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社 電気通信工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 青森綜合警備保障株式会社 消防施設工事

県内業者 ｱｵﾓﾘｿｳｺﾞﾃﾞﾝｾﾂ 青森相互電設株式会社 電気工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾆﾁﾚｷ 青森ニチレキ株式会社　五所川原営業所 土木一式工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾆﾁﾚｷ 青森ニチレキ株式会社　五所川原営業所 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾆﾁﾚｷ 青森ニチレキ株式会社　五所川原営業所 舗装工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾆﾁﾚｷ 青森ニチレキ株式会社　五所川原営業所 塗装工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社 電気工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾉｰﾐ 青森ノーミ株式会社 消防施設工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾎﾄﾞｳ 株式会社青森舗道 土木一式工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾎﾄﾞｳ 株式会社青森舗道 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾎﾄﾞｳ 株式会社青森舗道 舗装工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾎﾄﾞｳ 株式会社青森舗道 しゅんせつ工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾎﾄﾞｳ 株式会社青森舗道 水道施設工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社 電気工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社 管工事
県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売株式会社 電気通信工事

県外業者 ｱｷﾗ 昱株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｱｷﾗ 昱株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 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 土木一式工事

県外業者 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 電気工事
県外業者 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 管工事
県外業者 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 鋼構造物工事

県外業者 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 機械器具設置工事

県外業者 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 水道施設工事

県外業者 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ 株式会社淺沼組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ 株式会社淺沼組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ 株式会社淺沼組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ 株式会社淺沼組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ 株式会社淺沼組　東北支店 解体工事
県外業者 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 電気工事
県外業者 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 管工事
県外業者 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 機械器具設置工事

県外業者 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 水道施設工事

県外業者 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 清掃施設工事

県外業者 ｱｻﾋｲﾉﾍﾞｯｸｽ 旭イノベックス株式会社　東北営業所 鋼構造物工事

県外業者 ｱｻﾋｲﾉﾍﾞｯｸｽ 旭イノベックス株式会社　東北営業所 機械器具設置工事

県外業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 管工事
県外業者 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 株式会社朝日工業社　青森営業所 消防施設工事

県内業者 ｱｻﾋﾚｲｷｺｳｷﾞｮｳ 旭冷機工業株式会社 管工事
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 電気工事
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 管工事
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 消防施設工事

県外業者 ｱｾﾝﾄ 株式会社アセント 電気工事
県外業者 ｱｾﾝﾄ 株式会社アセント 電気通信工事

県内業者 ｱﾈｽｺ 株式会社アネスコ 電気工事
県内業者 ｱﾈｽｺ 株式会社アネスコ 電気通信工事

県内業者 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｸﾐ 株式会社阿部重組 建築一式工事

県内業者 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｸﾐ 株式会社阿部重組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｸﾐ 株式会社阿部重組 防水工事
県内業者 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｸﾐ 株式会社阿部重組 内装仕上工事

県内業者 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｸﾐ 株式会社阿部重組 解体工事
県内業者 ｱﾍﾟｯｸ 株式会社アペック 電気工事
県内業者 ｱﾍﾟｯｸ 株式会社アペック 電気通信工事

県外業者 ｱﾍﾞﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社安部日鋼工業　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｱﾍﾞﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社安部日鋼工業　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 電気工事
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 管工事
県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 鋼構造物工事

県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 内装仕上工事

県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｱﾏﾉ アマノ株式会社 電気通信工事

県外業者 ｱﾑｺﾝ アムコン株式会社 管工事
県外業者 ｱﾑｺﾝ アムコン株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 建築一式工事

県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 電気工事
県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 電気通信工事

県外業者 ｱﾝｾﾞﾝｻｸﾄﾞｳ 安全索道株式会社 解体工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 大工工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 左官工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 とび・土工・コンクリート工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 石工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 屋根工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 電気工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 管工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 舗装工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 ガラス工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 塗装工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 防水工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間 機械器具設置工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 造園工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 建具工事
県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 株式会社安藤・間　東北支店 解体工事
県内業者 ｲｶﾞﾗｼﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 株式会社五十嵐電気商会 電気工事
県外業者 ｲｼｶﾞｷ 株式会社石垣　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｲｼｶﾞｷ 株式会社石垣　東北支店 水道施設工事

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 機械器具設置工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 土木一式工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 建築一式工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 大工工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 左官工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 石工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 屋根工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 鋼構造物工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 鉄筋工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 舗装工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 しゅんせつ工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 板金工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 ガラス工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 塗装工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 防水工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 内装仕上工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 熱絶縁工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 建具工事
県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 水道施設工事

県内業者 ｲｼｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 株式会社石上建設 解体工事
県内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 有限会社石沢工業 建築一式工事

県内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 有限会社石沢工業 左官工事
県内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 有限会社石沢工業 塗装工事
県内業者 ｲｼｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 有限会社石沢工業 防水工事
県外業者 ｲｽﾞﾐｾｲｿｳ いずみ清掃株式会社 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 土木一式工事

県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 建築一式工事

県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 管工事
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 舗装工事
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 しゅんせつ工事

県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 造園工事
県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 水道施設工事

県内業者 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 株式会社伊藤鉱業 解体工事
県外業者 ｲﾄｳﾃｯｺｳｼｮ 株式会社伊藤鐵工所 管工事
県外業者 ｲﾄｳﾃｯｺｳｼｮ 株式会社伊藤鐵工所 機械器具設置工事

県内業者 ｲﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 有限会社稲部電気商会 電気工事
県内業者 ｲﾘｴﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社入江ポンプ 建築一式工事

県内業者 ｲﾘｴﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社入江ポンプ 管工事
県内業者 ｲﾘｴﾎﾟﾝﾌﾟ 有限会社入江ポンプ 水道施設工事

県外業者 ｲﾜｷ 株式会社岩城　東北営業所 土木一式工事

県外業者 ｲﾜｷ 株式会社岩城　東北営業所 鋼構造物工事

県外業者 ｲﾜｷ 株式会社岩城　東北営業所 塗装工事
県外業者 ｲﾜｷ 株式会社岩城　東北営業所 水道施設工事

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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県外業者 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 株式会社ウォーターテック　北日本支店 電気工事
県外業者 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 株式会社ウォーターテック　北日本支店 機械器具設置工事

県外業者 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 株式会社ウォーターテック　北日本支店 水道施設工事

県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 電気工事
県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 電気通信工事

県内業者 ｳﾄｳﾎﾞｳｻｲ 株式会社善知鳥防災 消防施設工事

県内業者 ｴｲｽｨｰｻｰﾋﾞｽ エイ・スィーサービス株式会社 電気工事
県内業者 ｴｲｽｨｰｻｰﾋﾞｽ エイ・スィーサービス株式会社 管工事
県内業者 ｴｲﾄｷﾞｼﾞｭﾂ エイト技術株式会社 さく井工事
県内業者 ｴｰｱｲｻｲﾝ 株式会社エーアイサイン 鋼構造物工事

県外業者 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ エクシオグループ株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ エクシオグループ株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ エクシオグループ株式会社　東北支店 電気通信工事

県外業者 ｴｽｴﾇｶﾝｷｮｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ エスエヌ環境テクノロジー株式会社　東京支店 清掃施設工事

県外業者 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 電気工事
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 電気通信工事

県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　青森営業所 電気通信工事

県外業者 ｴﾇ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　盛岡支店 電気工事
県外業者 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　盛岡支店 管工事
県外業者 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　盛岡支店 内装仕上工事

県外業者 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　盛岡支店 電気通信工事

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 電気工事
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 電気通信工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 建築一式工事

県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 電気工事
県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 鋼構造物工事

県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 塗装工事
県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 防水工事
県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 内装仕上工事

県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 電気通信工事

県外業者 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 解体工事
県外業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　東北支社 土木一式工事

県外業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　東北支社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　東北支社 しゅんせつ工事

県外業者 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境株式会社　東北支社 造園工事
県外業者 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 土木一式工事

県外業者 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 管工事
県外業者 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 機械器具設置工事

県外業者 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 さく井工事
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 電気工事
県外業者 ｴﾇｹｰｴｽ 株式会社エヌケーエス　東京営業所 管工事
県内業者 ｴﾇｹｰｴﾅｼﾞｰ ＮＫエナジー株式会社 建築一式工事

県内業者 ｴﾇｹｰｴﾅｼﾞｰ ＮＫエナジー株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｴﾇｹｰｴﾅｼﾞｰ ＮＫエナジー株式会社 解体工事
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　青森支店 土木一式工事

県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　青森支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　青森支店 鋼構造物工事

県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　青森支店 舗装工事
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　青森支店 塗装工事
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ 株式会社ＮＴＴドコモ　東北支社 電気通信工事

県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 電気通信工事

県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　中国支店 電気工事
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　中国支店 塗装工事
県外業者 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　中国支店 電気通信工事

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 電気工事
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 機械器具設置工事

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 清掃施設工事

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 土木一式工事

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 電気工事
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 管工事
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 鋼構造物工事

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 塗装工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県外業者 ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 荏原商事株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 荏原商事株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 荏原商事株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 荏原商事株式会社　東北支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社荏原製作所　東北支社 機械器具設置工事

県外業者 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社荏原製作所　東北支社 水道施設工事

県外業者 ｴﾊﾞﾗﾃﾞﾝｻﾝ 株式会社荏原電産　東北営業所 電気工事
県外業者 ｴﾊﾞﾗﾃﾞﾝｻﾝ 株式会社荏原電産　東北営業所 電気通信工事

県外業者 ｴﾑｴﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ エム・エムブリッジ株式会社　東北営業所 鋼構造物工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 土木一式工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 建築一式工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 石工事
県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 管工事
県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 鋼構造物工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 舗装工事
県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 塗装工事
県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 造園工事
県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 水道施設工事

県内業者 ｴﾗｸﾞﾐ 株式会社江良組 解体工事
県外業者 ｴﾙｺﾞﾃｯｸ エルゴテック株式会社　北日本支店 管工事
県外業者 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 機械器具設置工事

県外業者 ｵｳｳﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 奥羽電気設備株式会社 電気工事
県外業者 ｵｳｳﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 奥羽電気設備株式会社 電気通信工事

県外業者 ｵｳｳﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 奥羽電気設備株式会社 消防施設工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 土木一式工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 建築一式工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 大工工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 左官工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 石工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 屋根工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 管工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 鋼構造物工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 鉄筋工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 舗装工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 しゅんせつ工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 板金工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 ガラス工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 塗装工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 防水工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 内装仕上工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 熱絶縁工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 造園工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 建具工事
県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 水道施設工事

県内業者 ｵｵｻｶｸﾞﾐ 株式会社大坂組 解体工事
県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 土木一式工事

県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 建築一式工事

県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 電気工事
県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 管工事
県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 塗装工事
県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 電気通信工事

県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 水道施設工事

県外業者 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｷﾞｮｳ 大館桂工業株式会社 消防施設工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 大工工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 左官工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 石工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 屋根工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 電気工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 管工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 鉄筋工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 舗装工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 板金工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 ガラス工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 塗装工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 防水工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 熱絶縁工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 造園工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 建具工事
県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ 株式会社大林組　東北支店 解体工事
県外業者 ｵｵﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社大本組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｵｵﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社大本組　東北支店 建築一式工事

県内業者 ｵｵﾔｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 大矢建設工業株式会社 解体工事
県内業者 ｵｶﾞｻﾜﾗｸﾞﾐ 株式会社小笠原組 土木一式工事

県内業者 ｵｶﾞｻﾜﾗｸﾞﾐ 株式会社小笠原組 舗装工事
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 電気工事
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 電気通信工事

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 電気通信工事

県外業者 ｵｸｱﾝﾂｰｶ 奥アンツーカ株式会社　東北営業所 土木一式工事

県外業者 ｵｸｱﾝﾂｰｶ 奥アンツーカ株式会社　東北営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵｸｱﾝﾂｰｶ 奥アンツーカ株式会社　東北営業所 舗装工事
県外業者 ｵｸｱﾝﾂｰｶ 奥アンツーカ株式会社　東北営業所 造園工事
県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 電気工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 管工事
県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 舗装工事
県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社奥村組　東北支店 解体工事
県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 奥村組土木興業株式会社　仙台営業所 土木一式工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 奥村組土木興業株式会社　仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 奥村組土木興業株式会社　仙台営業所 舗装工事
県外業者 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 奥山ボーリング株式会社　青森支店 土木一式工事

県外業者 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 奥山ボーリング株式会社　青森支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 奥山ボーリング株式会社　青森支店 さく井工事
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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

県外業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所 機械器具設置工事

県外業者 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所 水道施設工事

県内業者 ｶｲﾊﾂﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 開発電業株式会社 電気工事
県内業者 ｶｲﾊﾂﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 開発電業株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｶｲﾊﾂﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 開発電業株式会社 電気通信工事

県内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘 土木一式工事

県内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘 建築一式工事

県内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘 電気工事
県内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘 舗装工事
県内業者 ｶｸﾋﾛ 株式会社角弘 解体工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 大工工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 屋根工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 造園工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 土木一式工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 建築一式工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 大工工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 石工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 鋼構造物工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 鉄筋工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 舗装工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 しゅんせつ工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 塗装工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 防水工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 造園工事
県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 水道施設工事

県内業者 ｶｼﾜｻﾞｷｸﾞﾐ 株式会社柏崎組 解体工事
県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 土木一式工事

県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 建築一式工事

県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 管工事
県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 鋼構造物工事

県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 舗装工事
県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 造園工事
県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 水道施設工事

県内業者 ｶﾀﾔﾏｸﾞﾐ 株式会社片山組 解体工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 大工工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 左官工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 石工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 屋根工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 管工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 鉄筋工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 舗装工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 板金工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 ガラス工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 塗装工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 防水工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 内装仕上工事

県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 造園工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 さく井工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 建具工事
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ｶﾐｷﾀｹﾝｾﾂ 上北建設株式会社 解体工事
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 電気工事
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 機械器具設置工事

県外業者 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業株式会社 土木一式工事

県外業者 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業株式会社 電気工事
県外業者 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業株式会社 管工事
県外業者 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業株式会社 水道施設工事

県外業者 ｶﾜｻｷﾏｼﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 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 電気工事
県内業者 ｶﾜｾｾﾂﾋﾞｶﾝﾘ 川瀬設備管理株式会社 管工事
県外業者 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ 川田建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ 川田建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ 川田建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｶﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 川本工業株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｶﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 川本工業株式会社　東北支店 消防施設工事

県内業者 ｶﾜﾗｷﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 株式会社河原木電業 電気工事
県内業者 ｶﾜﾗｷﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 株式会社河原木電業 機械器具設置工事

県内業者 ｶﾜﾗｷﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 株式会社河原木電業 電気通信工事

県内業者 ｶﾜﾗｷﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 株式会社河原木電業 消防施設工事

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 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 舗装工事
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 しゅんせつ工事

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 塗装工事
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 水道施設工事

県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 電気工事
県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 舗装工事
県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 塗装工事
県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 電気通信工事

県外業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 株式会社関電工　東北支店 水道施設工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 土木一式工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 建築一式工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 電気工事
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 管工事
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 塗装工事
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 電気通信工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 水道施設工事

県内業者 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 管電工業株式会社 消防施設工事

県外業者 ｷｸﾃｯｸ 株式会社キクテック　盛岡支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｷｸﾃｯｸ 株式会社キクテック　盛岡支店 鋼構造物工事

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 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
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 管工事
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 塗装工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

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 解体工事
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社 管工事
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｶｺｳ 北日本化工株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 土木一式工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 電気工事
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 鋼構造物工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 塗装工事
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 水道施設工事

県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械株式会社 解体工事
県内業者 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装株式会社 電気工事
県外業者 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信株式会社 電気通信工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 土木一式工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 建築一式工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 舗装工事
県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 水道施設工事

県内業者 ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 共栄産業株式会社 解体工事
県内業者 ｷｮｳﾔﾃﾞﾝｷ 株式会社京谷電気 電気工事
県内業者 ｷｮｳﾔﾃﾞﾝｷ 株式会社京谷電気 機械器具設置工事

県内業者 ｷｮｳﾔﾃﾞﾝｷ 株式会社京谷電気 電気通信工事

県外業者 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工株式会社　東北支店 清掃施設工事

県外業者 ｷｮｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 協和機電工業株式会社　東京支店 電気工事
県外業者 ｷｮｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 協和機電工業株式会社　東京支店 機械器具設置工事

県外業者 ｷｮｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 協和機電工業株式会社　東京支店 水道施設工事

県内業者 ｷｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 協和電気株式会社 電気工事
県内業者 ｷｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 協和電気株式会社 消防施設工事

県外業者 ｷｮｸｼﾞﾂﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 旭日電気工業株式会社　仙台支店 電気工事
県外業者 ｷｮｸﾄｳｻｰﾋﾞｽ 極東サービス株式会社 電気工事
県外業者 ｷｮｸﾄｳｻｰﾋﾞｽ 極東サービス株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｷﾝﾃﾞﾝ 株式会社きんでん　東北支社 電気工事
県外業者 ｷﾝﾃﾞﾝ 株式会社きんでん　東北支社 電気通信工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 土木一式工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 建築一式工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 管工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 鋼構造物工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 舗装工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 しゅんせつ工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 塗装工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 造園工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 水道施設工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ 株式会社工藤組 解体工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 土木一式工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 舗装工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 造園工事
県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 水道施設工事

県内業者 ｸﾄﾞｳｺｳﾑｼｮ 株式会社工藤工務所 解体工事
県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 管工事
県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 機械器具設置工事

県外業者 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ　東北支社 水道施設工事

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 土木一式工事

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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

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 清掃施設工事

県外業者 ｸﾎﾞﾀｷｺｳ クボタ機工株式会社　東北営業所 機械器具設置工事

県外業者 クボタケンセツ 株式会社クボタ建設　東北営業所 土木一式工事

県外業者 クボタケンセツ 株式会社クボタ建設　東北営業所 水道施設工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 屋根工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 管工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 舗装工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 塗装工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 防水工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 造園工事
県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 株式会社熊谷組　東北支店 解体工事
県外業者 ｸﾏﾘﾌﾄ クマリフト株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 電気工事
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 管工事
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 塗装工事
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 防水工事
県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 機械器具設置工事

県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 水道施設工事

県外業者 ｸﾘﾀｽ 株式会社クリタス 清掃施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｸﾘﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ 栗原工業株式会社　東北支社 電気工事
県外業者 ｸﾘﾓﾄﾃｯｺｳｼｮ 株式会社栗本鐵工所　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｸﾘﾓﾄﾃｯｺｳｼｮ 株式会社栗本鐵工所　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｸﾘﾓﾄﾃｯｺｳｼｮ 株式会社栗本鐵工所　東北支店 水道施設工事

県内業者 ｸﾛｲｼﾎｿｳ 有限会社黒石舗装 土木一式工事

県内業者 ｸﾛｲｼﾎｿｳ 有限会社黒石舗装 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｸﾛｲｼﾎｿｳ 有限会社黒石舗装 舗装工事
県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 内装仕上工事

県外業者 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 土木一式工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 建築一式工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 大工工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 左官工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 石工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 屋根工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 鉄筋工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 舗装工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 板金工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 ガラス工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 塗装工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 防水工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 内装仕上工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 建具工事
県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 水道施設工事

県内業者 ｹｲｼｮｳｼﾞ 経商事株式会社 解体工事
県内業者 ｹﾝﾅﾝｾｲｿｳ 県南清掃株式会社 土木一式工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 大工工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 石工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 屋根工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 電気工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 管工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 舗装工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 塗装工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 防水工事
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 株式会社鴻池組　東北支店 解体工事
県内業者 ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 興陽電設株式会社 電気工事
県内業者 ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 興陽電設株式会社 電気通信工事

県内業者 ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 興陽電設株式会社 消防施設工事

県外業者 ｺｳﾜ 株式会社興和　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｺｳﾜ 株式会社興和　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｺｳﾜｹｲｿｳ 広和計装株式会社 電気工事
県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 土木一式工事

県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 石工事
県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 管工事
県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 鋼構造物工事

県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 舗装工事
県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 しゅんせつ工事

県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 さく井工事
県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 水道施設工事

県内業者 ｺｴﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社小枝設備工業 消防施設工事

県外業者 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術株式会社　青森支店 土木一式工事

県外業者 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術株式会社　青森支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術株式会社 電気通信工事

県外業者 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術株式会社 造園工事
県外業者 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術株式会社 さく井工事
県内業者 ｺｻｶｷﾞｹﾝ 株式会社コサカ技研 さく井工事
県外業者 ｺｽﾓｺｳｷ コスモ工機株式会社　秋田営業所 鋼構造物工事

県外業者 ｺｽﾓｺｳｷ コスモ工機株式会社　秋田営業所 水道施設工事

県外業者 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 建築一式工事

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 機械器具設置工事

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 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｺﾓﾝﾃｯｸｽ 株式会社コモンテックス 建築一式工事

県外業者 ｺﾓﾝﾃｯｸｽ 株式会社コモンテックス タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｺﾓﾝﾃｯｸｽ 株式会社コモンテックス 機械器具設置工事

県外業者 ｺﾓﾝﾃｯｸｽ 株式会社コモンテックス 清掃施設工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 大工工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 左官工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 屋根工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 鉄筋工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 板金工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 ガラス工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 建具工事
県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 土木一式工事

県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 管工事
県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 鋼構造物工事

県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 舗装工事
県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 しゅんせつ工事

県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 塗装工事
県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 水道施設工事

県内業者 ｺﾝﾖｹﾝｾﾂ 株式会社今与建設 解体工事
県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 管工事
県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 舗装工事
県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 塗装工事
県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 水道施設工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 消防施設工事

県内業者 ｻｲｶﾂｹﾝｾﾂ 齋勝建設株式会社 解体工事
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 機械器具設置工事

県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 土木一式工事

県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 建築一式工事

県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 舗装工事
県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 内装仕上工事

県内業者 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 株式会社桜井工務店 解体工事
県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 土木一式工事

県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 鋼構造物工事

県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 舗装工事
県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 しゅんせつ工事

県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 塗装工事
県内業者 サクラソウケン 株式会社桜創建 水道施設工事

県外業者 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ 株式会社佐々木電機本店 電気工事
県外業者 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ 株式会社佐々木電機本店 機械器具設置工事

県外業者 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ 株式会社佐々木電機本店　八戸支店 電気通信工事

県外業者 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ 株式会社佐々木電機本店　八戸支店 消防施設工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 大工工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 左官工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 屋根工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ｻﾄｳﾁｸﾛｺｳｷﾞｮｳ 佐藤築炉工業株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｻﾄｳﾁｸﾛｺｳｷﾞｮｳ 佐藤築炉工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾄｳﾁｸﾛｺｳｷﾞｮｳ 佐藤築炉工業株式会社 清掃施設工事

県外業者 ｻﾄｳﾃｯｺｳ 佐藤鉄工株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ 株式会社佐藤渡辺　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ 株式会社佐藤渡辺　青森営業所 舗装工事
県外業者 ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ 株式会社佐藤渡辺　青森営業所 塗装工事
県内業者 ｻﾌﾟﾗｲ 株式会社サプライ　弘前営業所 電気工事
県外業者 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 三機工業株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 三機工業株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 三機工業株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝ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 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 三建設備工業株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｻﾝｺｳｸｳﾁｮｳ 株式会社三晃空調　東北支店 管工事
県外業者 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 三晃工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 管工事
県外業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 電気通信工事

県外業者 ｻﾝｺｳﾃｸﾉ 三光テクノ株式会社　青森営業所 水道施設工事

県外業者 ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 三辰精工株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 三辰精工株式会社 水道施設工事

県外業者 ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 三辰精工株式会社 清掃施設工事

県外業者 ｻﾝｾｲ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 機械器具設置工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝﾃｯｸ 株式会社サンテック　東北支社 電気工事
県外業者 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社　青森支店 電気工事
県外業者 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社　青森支店 機械器具設置工事

県外業者 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社 電気通信工事

県外業者 ｻﾝﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 産電工業株式会社　青森支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｻﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 株式会社サンプラント　仙台支店 管工事
県外業者 ｻﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 株式会社サンプラント　仙台支店 消防施設工事

県外業者 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ 株式会社ＧＳユアサ　東北支社 電気工事
県外業者 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス　東北支店 電気工事
県内業者 ｼｰｹﾝｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社シーケンスサービス 電気工事
県内業者 ｼｰｹﾝｽｻｰﾋﾞｽ 株式会社シーケンスサービス 管工事
県内業者 ｼｰﾙｺｳｷﾞｮｳ 有限会社シール工業 塗装工事
県内業者 ｼｰﾙｺｳｷﾞｮｳ 有限会社シール工業 防水工事
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 電気通信工事

県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ ＪＦＥアドバンテック株式会社 電気工事
県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ ＪＦＥアドバンテック株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ＪＦＥエンジニアリング株式会社　東北支店 水道施設工事

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　営業本部 機械器具設置工事

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 電気工事
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 電気通信工事

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 消防施設工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 土木一式工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 建築一式工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 大工工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 左官工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 石工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 屋根工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 管工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 鋼構造物工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 鉄筋工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 舗装工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 しゅんせつ工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 板金工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 ガラス工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 塗装工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 防水工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 内装仕上工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 熱絶縁工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 造園工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 建具工事
県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 水道施設工事

県内業者 ｼｶﾅｲｸﾞﾐ 株式会社鹿内組 解体工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 土木一式工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 建築一式工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 大工工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 左官工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 石工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 屋根工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 タイル・れんが・ブロック工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 鉄筋工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 舗装工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 板金工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 ガラス工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 塗装工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 防水工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 内装仕上工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 造園工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 建具工事
県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 水道施設工事

県内業者 ｼﾀﾞｳﾂﾐ 志田内海株式会社 解体工事
県外業者 ｼﾞｯｼｮｳ 實商株式会社 管工事
県外業者 ｼﾏﾂﾞｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 島津システムソリューションズ株式会社　東京支店 電気工事
県外業者 ｼﾏﾂﾞｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 島津システムソリューションズ株式会社　東京支店 電気通信工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 消防施設工事

県外業者 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ｼｭｰﾃｯｸ 株式会社シューテック 電気工事
県内業者 ｼｮｳｴｲ 株式会社昭栄 土木一式工事

県内業者 ｼｮｳｴｲ 株式会社昭栄 塗装工事
県内業者 ｼｮｳｴｲ 株式会社昭栄 防水工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 土木一式工事

県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 建築一式工事

県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 左官工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 屋根工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 鋼構造物工事

県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 舗装工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 塗装工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 防水工事
県内業者 ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 株式会社昭栄工業 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 昭和コンクリート工業株式会社　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 昭和コンクリート工業株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 昭和コンクリート工業株式会社　青森営業所 水道施設工事

県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 電気工事
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 管工事
県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 電気通信工事

県内業者 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 昭和電気株式会社 消防施設工事

県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 土木一式工事

県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 舗装工事
県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 塗装工事
県外業者 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 水道施設工事

県外業者 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 電気工事
県外業者 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 管工事
県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 土木一式工事

県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 舗装工事
県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 塗装工事
県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 水道施設工事

県内業者 ｼﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 株式会社白川建設 解体工事
県外業者 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 管工事
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 電気工事
県外業者 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ シンフォニアテクノロジー株式会社　東北営業所 電気工事
県外業者 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和アクアテクサービス株式会社　東北センター 電気工事
県外業者 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和アクアテクサービス株式会社　東北センター 管工事
県外業者 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和アクアテクサービス株式会社　東北センター 機械器具設置工事

県外業者 シンメイワコウギョウ 新明和工業株式会社　流体事業部営業本部盛岡営業所 機械器具設置工事

県外業者 ｼﾝﾘｮｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ 新菱冷熱工業株式会社　東北支社 管工事
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 電気工事
県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 機械器具設置工事

県外業者 ｽｲｷﾃｸﾉｽ 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 水道施設工事

県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工株式会社　東北支店 水道施設工事

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 土木一式工事

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 建築一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 電気工事
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 管工事
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 タイル・れんが・ブロック工事

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 塗装工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

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 清掃施設工事

県外業者 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉﾜｺｳ 株式会社スポーツテクノ和広 土木一式工事

県外業者 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉﾜｺｳ 株式会社スポーツテクノ和広 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉﾜｺｳ 株式会社スポーツテクノ和広 舗装工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉﾜｺｳ 株式会社スポーツテクノ和広 造園工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県外業者 ｾｲｺｳﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社正興電機製作所　東北営業所 電気工事
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 土木一式工事

県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 石工事
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 電気工事
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 管工事
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 舗装工事
県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター しゅんせつ工事

県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 水道施設工事

県内業者 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ 株式会社清掃センター 消防施設工事

県内業者 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 土木一式工事

県内業者 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 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 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 石工事
県内業者 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 電気工事
県内業者 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 管工事
県内業者 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 舗装工事
県内業者 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 しゅんせつ工事

県内業者 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 水道施設工事

県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 土木一式工事

県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 石工事
県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 管工事
県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 鋼構造物工事

県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 舗装工事
県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 しゅんせつ工事

県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 塗装工事
県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 水道施設工事

県内業者 ｾｲﾎｸｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社青北産業 解体工事
県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 土木一式工事

県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 建築一式工事

県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 管工事
県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 舗装工事
県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 水道施設工事

県内業者 ｾｷｹﾝｾﾂ 有限会社関建設 解体工事
県外業者 ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 積水アクアシステム株式会社　東京事業所 土木一式工事

県外業者 ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 積水アクアシステム株式会社　東京事業所 管工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 積水アクアシステム株式会社　東京事業所 機械器具設置工事

県外業者 ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 積水アクアシステム株式会社　東京事業所 水道施設工事

県外業者 ｾｷｽｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー東北支店 土木一式工事

県外業者 ｾｷｽｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー東北支店 水道施設工事

県外業者 セキスイハウス 積水ハウス株式会社　青森営業所 建築一式工事

県外業者 ｾｺﾑ セコム株式会社 電気工事
県外業者 ｾｺﾑ セコム株式会社 電気通信工事

県外業者 ｾｺﾑ セコム株式会社 消防施設工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 舗装工事
県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 造園工事
県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ 株式会社錢高組　東北支店 解体工事
県外業者 ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 第一工業株式会社　青森営業所 管工事
県内業者 ﾀﾞｲｲﾁﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 株式会社第一電設工業 電気工事
県内業者 ﾀﾞｲｵｳﾉｳｴﾝ 有限会社大王農園 土木一式工事

県内業者 ﾀﾞｲｵｳﾉｳｴﾝ 有限会社大王農園 石工事
県内業者 ﾀﾞｲｵｳﾉｳｴﾝ 有限会社大王農園 造園工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 大工工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 左官工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 石工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 屋根工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 電気工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 管工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 鉄筋工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 舗装工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 板金工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 ガラス工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 塗装工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 防水工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 内装仕上工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 造園工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 建具工事
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業株式会社 解体工事
県外業者 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ 株式会社ダイキアクシス　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ 株式会社ダイキアクシス　東北支店 管工事
県外業者 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ 株式会社ダイキアクシス　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ 株式会社ダイキアクシス　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾀｲｷｼｬ 株式会社大氣社　東北支店 管工事
県外業者 ﾀﾞｲｺｰ ダイコー株式会社　仙台営業所 機械器具設置工事

県内業者 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 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 管工事
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 鋼構造物工事

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 舗装工事
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 水道施設工事

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 消防施設工事

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 解体工事
県内業者 ﾀﾞｲｼｮｳｿﾞｳｴﾝ 株式会社大昭造園 造園工事
県外業者 ﾀｲｾｲ 株式会社タイセイ 土木一式工事

県外業者 ﾀｲｾｲｵﾝﾁｮｳ 大成温調株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県内業者 ﾀｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 大青工業株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾀｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 大青工業株式会社 電気工事
県内業者 ﾀｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 大青工業株式会社 管工事
県内業者 ﾀｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 大青工業株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ﾀｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 大青工業株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 大工工事
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 屋根工事
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 舗装工事
県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 内装仕上工事

県内業者 ﾀｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 大成産業株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ﾀｲｾﾝｶｲﾊﾂ 大泉開発株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾀｲｾﾝｶｲﾊﾂ 大泉開発株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀｲｾﾝｶｲﾊﾂ 大泉開発株式会社 管工事
県内業者 ﾀｲｾﾝｶｲﾊﾂ 大泉開発株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ダイダン株式会社　青森営業所 管工事
県外業者 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ダイダン株式会社　青森営業所 消防施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾀﾞｲﾁｴﾝｼﾞﾆｱ 株式会社大地エンジニア 電気工事
県内業者 ﾀﾞｲﾁｴﾝｼﾞﾆｱ 株式会社大地エンジニア 機械器具設置工事

県外業者 ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 大同機工株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 大同機工株式会社　仙台営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社太平エンジニアリング　青森営業所 管工事
県外業者 ﾀｲﾍｲﾃﾞﾝｷ 太平電気株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ﾀｲﾍｲﾃﾞﾝｷ 太平電気株式会社　青森営業所 消防施設工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾀﾞｲﾜﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 大和電設工業株式会社　青森支店 電気通信工事

県外業者 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース株式会社　青森営業所 建築一式工事

県外業者 ﾀｶｻ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 管工事
県内業者 ﾀｶﾊｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社高橋製作所 土木一式工事

県内業者 ﾀｶﾊｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社高橋製作所 管工事
県内業者 ﾀｶﾊｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社高橋製作所 鋼構造物工事

県内業者 ﾀｶﾊｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社高橋製作所 機械器具設置工事

県内業者 ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 高橋電気工業株式会社 電気工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 大工工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 屋根工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 管工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 舗装工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 塗装工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 防水工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 内装仕上工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 造園工事
県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾀｶﾋｹﾝｾﾂ 高樋建設株式会社 解体工事
県外業者 ﾀｸｾｲｻｸｼｮ 株式会社多久製作所　東北グループ 管工事
県外業者 ﾀｸｾｲｻｸｼｮ 株式会社多久製作所　東北グループ 鋼構造物工事

県外業者 ﾀｸｾｲｻｸｼｮ 株式会社多久製作所　東北グループ 水道施設工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 土木一式工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 建築一式工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 大工工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 石工事
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 屋根工事
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 管工事
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 鋼構造物工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 舗装工事
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 しゅんせつ工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 塗装工事
県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 内装仕上工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 水道施設工事

県内業者 ﾀｹｳﾁｸﾞﾐ 株式会社竹内組 解体工事
県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 土木一式工事

県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 舗装工事
県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 しゅんせつ工事

県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 水道施設工事

県内業者 タケウチサンギョウ 有限会社竹内産業 解体工事
県外業者 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ 株式会社竹中工務店　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ 株式会社竹中工務店　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ 株式会社竹中工務店　東北支店 電気工事
県外業者 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ 株式会社竹中工務店　東北支店 管工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 土木一式工事

県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 建築一式工事

県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 舗装工事
県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 水道施設工事

県外業者 タケナカドボク 株式会社竹中土木　東北支店 解体工事
県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 土木一式工事

県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 建築一式工事

県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 鋼構造物工事

県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 舗装工事
県内業者 ﾀﾅｶｸﾞﾐ 株式会社田中組 解体工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 大工工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 左官工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 石工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 屋根工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 管工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 鉄筋工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 舗装工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 しゅんせつ工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 板金工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 ガラス工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 塗装工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 防水工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 内装仕上工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 熱絶縁工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 造園工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 建具工事
県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ 田中建設株式会社 解体工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 土木一式工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 建築一式工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 大工工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 左官工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 石工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 屋根工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 鉄筋工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 舗装工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 板金工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 ガラス工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 塗装工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 防水工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 内装仕上工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 熱絶縁工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 建具工事
県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 水道施設工事

県外業者 ﾀﾅｯｸｽ 株式会社タナックス　弘前支店 解体工事
県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 土木一式工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 建築一式工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 大工工事
県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 電気工事
県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 鋼構造物工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 舗装工事
県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 しゅんせつ工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 内装仕上工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 水道施設工事

県内業者 ﾀﾅﾌﾞｸﾞﾐ 株式会社田名部組 解体工事
県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 建築一式工事

県外業者 ﾀﾝｾｲｼｬ 株式会社丹青社 内装仕上工事

県内業者 ﾁﾊﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 千葉設備工業株式会社 管工事
県内業者 ﾁﾊﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 千葉設備工業株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾁﾊﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 千葉設備工業株式会社 消防施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾁﾊﾞﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 千葉電気設備株式会社 電気工事
県内業者 ﾁﾊﾞﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 千葉電気設備株式会社 電気通信工事

県外業者 ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社中央コーポレーション 土木一式工事

県外業者 ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社中央コーポレーション 建築一式工事

県外業者 ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社中央コーポレーション 鋼構造物工事

県外業者 ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社中央コーポレーション 機械器具設置工事

県外業者 ﾂｷｼﾏｷｶｲ 月島機械株式会社　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾂｷｼﾏｷｶｲ 月島機械株式会社　仙台支店 水道施設工事

県外業者 ﾂｷｼﾏﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ 月島テクノメンテサービス株式会社　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 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 水道施設工事

県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 管工事
県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 舗装工事
県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 塗装工事
県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 さく井工事
県内業者 ﾂﾙｽｲﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鶴水ボーリング株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社 電気通信工事

県外業者 ﾃｨｰｵｰｴｰ ＴＯＡ株式会社 消防施設工事

県外業者 ﾃｨﾃｨｹｲ 株式会社ＴＴＫ 土木一式工事

県外業者 ﾃｨﾃｨｹｲ 株式会社ＴＴＫ とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾃｨﾃｨｹｲ 株式会社ＴＴＫ 電気工事
県外業者 ﾃｨﾃｨｹｲ 株式会社ＴＴＫ 電気通信工事

県内業者 ﾃｨﾃｨｹｲｴﾝｼﾞｱｵﾓﾘ 株式会社ＴＴＫエンジ青森 電気工事
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 電気通信工事

県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 土木一式工事

県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 建築一式工事

県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 塗装工事
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 防水工事
県内業者 ﾃｸﾉﾁｭｳｵｳ 株式会社テクノ中央 熱絶縁工事
県外業者 ﾃｸﾉﾊｾ 株式会社テクノ長谷 土木一式工事

県外業者 ﾃｸﾉﾊｾ 株式会社テクノ長谷 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾃｸﾉﾊｾ 株式会社テクノ長谷　青森営業所 さく井工事
県外業者 ﾃｸﾉﾊｾ 株式会社テクノ長谷 水道施設工事

県外業者 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ 株式会社テクノ菱和　東北支店 管工事
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 電気工事
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 管工事
県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾃｽｺ テスコ株式会社 清掃施設工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 石工事
県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 鋼構造物工事

県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 舗装工事
県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 しゅんせつ工事

県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 造園工事
県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 水道施設工事

県内業者 ﾃﾗｴｲｹﾝｾﾂ 株式会社寺栄建設 解体工事
県外業者 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業株式会社　仙台支店 建築一式工事

県外業者 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業株式会社　仙台支店 電気工事
県外業者 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業株式会社　仙台支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業株式会社　仙台支店 塗装工事
県外業者 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業株式会社　仙台支店 電気通信工事

県内業者 ﾃﾞﾝｻﾝ 株式会社デンサン 電気工事
県内業者 ﾃﾞﾝｻﾝ 株式会社デンサン 機械器具設置工事

県外業者 ﾄｳｱｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞｮｳ 東亜グラウト工業株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄｳｱｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞｮｳ 東亜グラウト工業株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾄｳｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東一興業 土木一式工事

県外業者 ﾄｳｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東一興業 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 株式会社東一興業 清掃施設工事

県外業者 ﾄｳｶｲｺｳｶﾝ 東海鋼管株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾄｳｶｲｺｳｶﾝ 東海鋼管株式会社　仙台営業所 水道施設工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 屋根工事
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾄｳｷｮｳｻｸﾄﾞｳ 東京索道株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 東京システム特機株式会社 電気工事
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 電気通信工事

県外業者 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 株式会社東光高岳　東北支社 電気工事
県外業者 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 株式会社東光高岳　東北支社 電気通信工事

県外業者 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 東光電気工事株式会社　東北支社 電気工事
県内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸 管工事
県内業者 ﾄｳｻﾝ 株式会社東酸 機械器具設置工事

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 電気工事
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 機械器具設置工事

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 電気通信工事

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 水道施設工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ﾄｳｼﾊﾞﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ 東芝プラントシステム株式会社　東北支社 電気工事
県外業者 ﾄｳｼﾊﾞﾗｲﾃｯｸ 東芝ライテック株式会社　東北システム営業所 電気工事
県外業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 管工事
県外業者 ﾄｳｼﾝｺｳｷ 東新工機株式会社　青森営業所 機械器具設置工事

県内業者 ﾄｳｾｲｱﾛｰ 株式会社東青アロー 管工事
県外業者 ﾄｳﾃｸ 東テク株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ﾄｳﾃｸ 東テク株式会社　青森営業所 管工事
県内業者 ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂﾄﾞﾎﾞｸ 東邦開発土木株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂﾄﾞﾎﾞｸ 東邦開発土木株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂﾄﾞﾎﾞｸ 東邦開発土木株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂﾄﾞﾎﾞｸ 東邦開発土木株式会社 舗装工事
県内業者 ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂﾄﾞﾎﾞｸ 東邦開発土木株式会社 解体工事
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 電気通信工事

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 土木一式工事

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 造園工事
県外業者 ﾄｳﾎｸｻﾝｹﾝｻｰﾋﾞｽｺｳｼﾞ 東北三建サービス工事株式会社 管工事
県外業者 ﾄｳﾎｸｻﾝｹﾝｻｰﾋﾞｽｺｳｼﾞ 東北三建サービス工事株式会社 消防施設工事

県内業者 ﾄｳﾎｸｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東北水道設備工業株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾄｳﾎｸｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東北水道設備工業株式会社 管工事
県内業者 ﾄｳﾎｸｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東北水道設備工業株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾄｳﾎｸｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東北水道設備工業株式会社 消防施設工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 土木一式工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 建築一式工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 電気工事
県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 管工事
県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 舗装工事
県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 しゅんせつ工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 塗装工事
県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 防水工事
県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 水道施設工事

県外業者 トウホクターボコウギョウ 株式会社東北ターボ工業 解体工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話株式会社　青森営業所 電気通信工事

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 土木一式工事

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 管工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 大工工事
県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 株式会社東洋電設 電気工事
県内業者 ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 株式会社東洋電設 機械器具設置工事

県内業者 ﾄｳﾜｶﾝｺｳ 東和管工株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾄｳﾜｶﾝｺｳ 東和管工株式会社 管工事
県内業者 ﾄｳﾜｶﾝｺｳ 東和管工株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾄｳﾜｶﾝｺｳ 東和管工株式会社 消防施設工事

県外業者 ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 東和スポーツ施設株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 東和スポーツ施設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 東和スポーツ施設株式会社 舗装工事
県外業者 ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 東和スポーツ施設株式会社 造園工事
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　東部支店 土木一式工事

県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　東部支店 管工事
県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　東部支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾄｰｹﾐ 株式会社トーケミ　東部支店 水道施設工事

県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 電気工事
県内業者 ﾄｵｾｲ 株式会社東晴 電気通信工事

県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 建築一式工事

県外業者 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社トータルメディア開発研究所 内装仕上工事

県外業者 ﾄｷﾜﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 常盤電業株式会社　青森営業所 電気工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 大工工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 左官工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 屋根工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 電気工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 鉄筋工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 板金工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 ガラス工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 防水工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 熱絶縁工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 造園工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 建具工事
県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 土木一式工事

県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 石工事
県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 管工事
県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 鋼構造物工事

県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 舗装工事
県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 しゅんせつ工事

県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 水道施設工事

県内業者 ﾄﾉｻｷﾊｲｶﾝｾﾂﾋﾞ 株式会社外崎配管設備 消防施設工事

県外業者 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 飛島建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 飛島建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 飛島建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾄﾓｴｺｳｷﾞｮｳ 巴工業株式会社　仙台営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾄﾓｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社巴コーポレーション　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾄﾓｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社巴コーポレーション　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾄﾗｽﾄ 株式会社トラスト　東北営業所 管工事
県外業者 ﾄﾗｽﾄ 株式会社トラスト　東北営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 株式会社トリアド工房 内装仕上工事

県外業者 ﾄﾞﾘｺ ドリコ株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾄﾞﾘｺ ドリコ株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ﾄﾞﾘｺ ドリコ株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾄﾞﾘｺ ドリコ株式会社　東北支店 さく井工事
県外業者 ﾄﾞﾘｺ ドリコ株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ 株式会社酉島製作所　仙台支店 電気工事
県外業者 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ 株式会社酉島製作所　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ 株式会社酉島製作所　仙台支店 水道施設工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ 土木一式工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ 建築一式工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ 舗装工事
県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ しゅんせつ工事

県内業者 ﾅｶﾞｲ 株式会社ナガイ 解体工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 株式会社中西製作所　東北支店 管工事
県外業者 ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰｹﾝｾﾂ 株式会社ナカノフドー建設　東北支社 建築一式工事

県外業者 ﾅｶﾞﾜ 株式会社ナガワ　仙台支店 建築一式工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社 板金工事
県外業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム株式会社 造園工事
県内業者 ﾅﾗｹﾝｾﾂ 有限会社奈良建設 土木一式工事

県内業者 ﾅﾗｹﾝｾﾂ 有限会社奈良建設 建築一式工事

県内業者 ﾅﾗｹﾝｾﾂ 有限会社奈良建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾅﾗｹﾝｾﾂ 有限会社奈良建設 鉄筋工事
県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 石工事
県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 管工事
県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 舗装工事
県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 塗装工事
県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾅﾗｼﾞｭﾝｹﾝｾﾂ 奈良順建設株式会社 解体工事
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 土木一式工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 建築一式工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 舗装工事
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 しゅんせつ工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 塗装工事
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 内装仕上工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 造園工事
県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 水道施設工事

県内業者 ﾆｼﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社西田組 解体工事
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境 電気工事
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北営業所 管工事
県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北営業所 水道施設工事

県外業者 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 株式会社西原環境　東北営業所 清掃施設工事

県外業者 ﾆｼﾊﾗﾈｵ 株式会社西原ネオ　東北支店 管工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 土木一式工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 建築一式工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 大工工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 左官工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 石工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 屋根工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 電気工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 管工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 鋼構造物工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 舗装工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 しゅんせつ工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 塗装工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 防水工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 内装仕上工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 造園工事
県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 水道施設工事

県外業者 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設株式会社　北日本支社 解体工事
県外業者 ﾆｼﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 株式会社西村製作所 鋼構造物工事

県外業者 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信株式会社　青森支店 電気通信工事

県外業者 ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞ 日新設備株式会社　仙台支店 管工事
県外業者 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝｷ 日新電機株式会社　東北支店 電気工事
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 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県内業者 ﾆｯｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社日水設備工業 土木一式工事

県内業者 ﾆｯｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社日水設備工業 管工事
県内業者 ﾆｯｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社日水設備工業 水道施設工事

県内業者 ﾆｯｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 株式会社日水設備工業 消防施設工事

県外業者 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 建築一式工事

県外業者 ﾆｯﾀﾝ ニッタン株式会社　東北支社 電気通信工事

県外業者 ﾆｯﾀﾝ ニッタン株式会社　東北支社 消防施設工事

県外業者 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾆｯﾄｳｺｳｴｲ 日東工営株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信株式会社　青森支店 電気通信工事

県外業者 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設株式会社　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設株式会社　青森営業所 さく井工事
県外業者 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設株式会社　青森営業所 解体工事
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・エレベータ株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝｹｰﾌﾞﾙ 日本ケーブル株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃｯﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 日本鉄塔工業株式会社　仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃｯﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 日本鉄塔工業株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気株式会社　青森支店 電気通信工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 日本電設工業株式会社　青森支社 電気工事
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 日本電設工業株式会社　青森支社 電気通信工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 舗装工事
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 水道施設工事

県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ 株式会社日本ピーエス　青森営業所 解体工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾆｯﾎﾟﾝﾘｰﾃｯｸ 日本リーテック株式会社　東北ビルインフラ支社 電気工事
県外業者 ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｾｲｿﾞｳ 日本エレベーター製造株式会社　仙台営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 防水工事
県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社 電気工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社 管工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社 造園工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社 さく井工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾆﾎﾝｺﾑﾃｯｸ 日本コムテック株式会社　東京支店 建築一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 日本体育施設株式会社　北日本支店 土木一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 日本体育施設株式会社　北日本支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 日本体育施設株式会社　北日本支店 舗装工事
県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 管工事
県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 さく井工事
県外業者 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発株式会社 水道施設工事

県外業者 ニホンチョウリキ 日本調理機株式会社　東北支店 管工事
県外業者 ニホントリート 日本トリート株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ニホントリート 日本トリート株式会社　青森営業所 塗装工事

県外業者 ニホントリート 日本トリート株式会社　青森営業所 解体工事
県外業者 ﾆﾎﾝﾌｧﾌﾞﾃｯｸ 日本ファブテック株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 日本フィールドシステム株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 日本フィールドシステム株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 日本フィールドシステム株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 日本フィールドシステム株式会社　東北支店 造園工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

県外業者 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線株式会社　青森営業所 電気通信工事

県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 電気工事
県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 機械器具設置工事

県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 電気通信工事

県外業者 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ 能美防災株式会社　東北支社 消防施設工事

県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 建築一式工事

県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 鋼構造物工事

県外業者 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 株式会社乃村工藝社 内装仕上工事

県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 建築一式工事

県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 鋼構造物工事

県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 塗装工事
県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 水道施設工事

県内業者 ﾊｶﾞｼﾝｹﾝｾﾂ 株式会社芳賀信建設 解体工事
県外業者 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 土木一式工事

県外業者 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 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 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 舗装工事
県外業者 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 造園工事
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 電気工事
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 電気通信工事

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 電気工事
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 電気通信工事

県内業者 ハマダデンセツ 株式会社濱田電設 電気工事
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 電気通信工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 建築一式工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 大工工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 左官工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 石工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 屋根工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱 電気工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱 管工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 鉄筋工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 舗装工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 しゅんせつ工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 板金工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 ガラス工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 塗装工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 防水工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 内装仕上工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 熱絶縁工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱 造園工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 建具工事
県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 水道施設工事

県外業者 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 解体工事
県内業者 ﾋﾞｰｴﾌﾘﾊﾞｲﾌﾞ 株式会社Ｂ・Ｆリバイブ 防水工事
県外業者 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 電気通信工事

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 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 舗装工事
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 塗装工事
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 解体工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 東日本コンクリート株式会社　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 東日本コンクリート株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 東日本コンクリート株式会社　青森営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 東日本コンクリート株式会社　青森営業所 水道施設工事

県外業者 ﾋﾀﾁｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　北部支店 電気工事
県外業者 ﾋﾀﾁｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　北部支店 機械器具設置工事

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 電気通信工事

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 電気工事
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 管工事
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 内装仕上工事

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 電気通信工事

県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 土木一式工事

県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 電気工事
県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 管工事
県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 鋼構造物工事

県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 機械器具設置工事

県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 電気通信工事

県外業者 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 株式会社日立製作所　東北支社 水道施設工事

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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

県外業者 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日立プラントサービス　東北支店 電気工事
県外業者 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日立プラントサービス　東北支店 管工事
県外業者 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日立プラントサービス　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 株式会社日立プラントサービス　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾋﾋﾞﾉｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ ヒビノスペーステック株式会社 電気工事
県外業者 ﾋﾋﾞﾉｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ ヒビノスペーステック株式会社 電気通信工事

県外業者 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社福田組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社福田組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社福田組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ 株式会社福田組　東北支店 解体工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 土木一式工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 建築一式工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 大工工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 左官工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 石工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 屋根工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 電気工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 管工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 鋼構造物工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 鉄筋工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 舗装工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 しゅんせつ工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 板金工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 ガラス工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 塗装工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 防水工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 内装仕上工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 熱絶縁工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 造園工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 建具工事
県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 水道施設工事

県内業者 ﾌｸﾏﾝｸﾞﾐ 株式会社福萬組 解体工事
県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 土木一式工事

県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 管工事
県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 鉄筋工事
県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 舗装工事
県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 水道施設工事

県内業者 ﾌｼﾞｸﾘｰﾝｱｵﾓﾘ 株式会社フジクリーン青森 解体工事
県外業者 ﾌｼﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 株式会社富士グリーンテック　東北営業所 土木一式工事

県外業者 ﾌｼﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 株式会社富士グリーンテック　東北営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾌｼﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 株式会社富士グリーンテック　東北営業所 舗装工事
県外業者 ﾌｼﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 株式会社富士グリーンテック　東北営業所 造園工事
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 建築一式工事

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 電気工事
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 管工事
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 タイル・れんが・ブロック工事

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 機械器具設置工事

県外業者 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 富士工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 大工工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 左官工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 石工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 屋根工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 電気工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 管工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 鉄筋工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 板金工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 ガラス工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 防水工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 熱絶縁工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 建具工事
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾌｼﾞﾀ 株式会社フジタ　東北支店 解体工事
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 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 造園工事
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 電気通信工事

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 電気工事
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 電気通信工事

県外業者 ﾌｼﾞﾃｯｸ フジテック株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 電気工事
県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 機械器具設置工事

県外業者 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社　東北支社 電気通信工事

県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 土木一式工事

県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 建築一式工事

県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 舗装工事
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 塗装工事
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 防水工事
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 熱絶縁工事
県内業者 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶｲ 株式会社藤林商会 解体工事
県外業者 ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰ 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　北日本支店 電気工事
県外業者 ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰ 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　北日本支店 管工事
県内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｾﾂ 株式会社藤本建設 土木一式工事

県内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｾﾂ 株式会社藤本建設 建築一式工事

県内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｾﾂ 株式会社藤本建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｾﾂ 株式会社藤本建設 舗装工事
県内業者 ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｾﾂ 株式会社藤本建設 解体工事
県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 電気工事
県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 管工事
県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾌｿｳ 株式会社フソウ　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通株式会社　青森営業所 電気通信工事

県外業者 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ 株式会社不動テトラ　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ 株式会社不動テトラ　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ 株式会社不動テトラ　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ 株式会社不動テトラ　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ 株式会社不動テトラ　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 建築一式工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 電気工事
県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 管工事
県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 板金工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 塗装工事
県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 造園工事
県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ株式会社 清掃施設工事

県外業者 ﾌﾙﾃｯｸ フルテック株式会社　青森支店 建具工事
県外業者 ブンカシヤッターサービス 文化シヤッターサービス株式会社　東北サービス支店 内装仕上工事

県外業者 ブンカシヤッターサービス 文化シヤッターサービス株式会社　東北サービス支店 建具工事
県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 土木一式工事

県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 建築一式工事

県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 舗装工事
県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 しゅんせつ工事

県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 さく井工事
県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 水道施設工事

県内業者 ﾍｲｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 株式会社平成産業 解体工事
県外業者 ヘクセルワークス 株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ　東北支店 電気工事
県外業者 ﾍﾞﾙﾃｸﾉ 株式会社ベルテクノ 水道施設工事

県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 土木一式工事

県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 電気工事
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 管工事
県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 水道施設工事

県内業者 ﾎｸｵｳｽｲﾄﾞｳ 株式会社北奥水道 消防施設工事

県内業者 ﾎｸｵｳｾﾂﾋﾞ 株式会社北奥設備 管工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 大工工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 石工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 屋根工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 タイル・れんが・ブロック工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 舗装工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 しゅんせつ工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 板金工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 塗装工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 防水工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 内装仕上工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 建具工事
県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾎｸﾄｹﾝｾﾂ 北斗建設株式会社 解体工事
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 電気工事
県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 電気通信工事

県内業者 ﾎｸﾄﾂｳｺｳ 北都通工株式会社 消防施設工事

県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 建築一式工事

県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 電気工事
県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 管工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 機械器具設置工事

県外業者 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 株式会社前川製作所 熱絶縁工事
県外業者 ﾏｴ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 鋼構造物工事

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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県外業者 ﾏｴｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 前澤工業株式会社　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾏｴｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 前澤工業株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 前田建設工業株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 前田建設工業株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 前田製管株式会社　青森支店 土木一式工事

県外業者 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 前田製管株式会社　青森支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾏﾂｲｹﾝｾﾂ 松井建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾏﾂｲｹﾝｾﾂ 松井建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾏﾂﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社松村組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾏﾂﾑﾗｸﾞﾐ 株式会社松村組　東北支店 建築一式工事

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 電気工事
県外業者 ﾏﾘﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 株式会社マリンテクノサービス 電気通信工事

県内業者 ﾏﾙｲｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 丸井重機建設株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾏﾙｲｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 丸井重機建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾏﾙｲｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 丸井重機建設株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾏﾙｲｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 丸井重機建設株式会社 舗装工事
県内業者 ﾏﾙｲｼﾞｭｳｷｹﾝｾﾂ 丸井重機建設株式会社 解体工事
県内業者 ﾏﾙｴｲﾃﾞﾝｷ 株式会社丸英でんき 電気工事
県内業者 ﾏﾙｴｲﾃﾞﾝｷ 株式会社丸英でんき 管工事
県内業者 ﾏﾙｴｲﾃﾞﾝｷ 株式会社丸英でんき 消防施設工事

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 土木一式工事

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 建築一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 石工事
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 舗装工事
県内業者 ﾏﾙｶﾂｵﾉｼｮｳｼﾞ 株式会社丸勝小野商事 しゅんせつ工事

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 解体工事
県内業者 ﾏﾙｷｻｲﾄｳｸﾞﾐ 丸喜株式会社齋藤組 建築一式工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｱｸｱｼｽﾃﾑ 株式会社丸島アクアシステム　盛岡営業所 土木一式工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｱｸｱｼｽﾃﾑ 株式会社丸島アクアシステム　盛岡営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｱｸｱｼｽﾃﾑ 株式会社丸島アクアシステム　盛岡営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｱｸｱｼｽﾃﾑ 株式会社丸島アクアシステム　盛岡営業所 水道施設工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 鋼構造物工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業株式会社 水道施設工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 土木一式工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 建築一式工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 石工事
県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 管工事
県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 鋼構造物工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 舗装工事
県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 しゅんせつ工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 造園工事
県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 水道施設工事

県内業者 ﾏﾙｼﾞｭｳｸﾞﾐ 株式会社丸重組 解体工事
県外業者 ﾏﾙｾﾞﾝ 株式会社マルゼン　仙台営業所 管工事
県外業者 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機株式会社　仙台営業所 電気工事
県内業者 ﾐｳﾗｸﾞﾐ 株式会社三浦組 土木一式工事

県内業者 ﾐｳﾗｸﾞﾐ 株式会社三浦組 建築一式工事

県内業者 ﾐｳﾗｸﾞﾐ 株式会社三浦組 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾐｳﾗｸﾞﾐ 株式会社三浦組 舗装工事
県内業者 ﾐｳﾗｸﾞﾐ 株式会社三浦組 解体工事
県内業者 ミゾエデンコウ 溝江電工 電気工事
県内業者 ﾐｿﾞｸﾞﾁﾃﾞﾝｷ 株式会社溝口電気 電気工事
県内業者 ﾐｿﾞｸﾞﾁﾃﾞﾝｷ 株式会社溝口電気 電気通信工事

県内業者 ﾐｿﾞｸﾞﾁﾃﾞﾝｷ 株式会社溝口電気 消防施設工事

県外業者 ﾐｿﾞﾀ 株式会社ミゾタ 電気工事
県外業者 ﾐｿﾞﾀ 株式会社ミゾタ　仙台支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾐｿﾞﾀ 株式会社ミゾタ　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾐｿﾞﾀ 株式会社ミゾタ　仙台支店 水道施設工事

県外業者 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ 株式会社みちのくクボタ　青森事業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂﾃｯｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社　東北営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼｶｺｳｷ 三菱化工機株式会社　東北営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾐﾂ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 管工事
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 電気工事
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 機械器具設置工事

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 電気通信工事

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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

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 電気工事
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 電気通信工事

県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田支店 電気工事
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田支店 管工事
県外業者 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾐﾅﾄ 株式会社みなと 土木一式工事

県外業者 ﾐﾅﾄ 株式会社みなと 建築一式工事

県外業者 ﾐﾅﾄ 株式会社みなと とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾐﾅﾄ 株式会社みなと 解体工事
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾆｯｶ 株式会社宮城日化サービス 土木一式工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾐﾔｷﾞﾆｯｶ 株式会社宮城日化サービス 管工事
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 電気工事
県外業者 ﾐﾔﾁﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 宮地エンジニアリング株式会社　仙台営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社宮本工業所 建築一式工事

県外業者 ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社宮本工業所 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社宮本工業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾐ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 電気工事
県外業者 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 電気通信工事

県内業者 ﾐﾜﾃﾞﾝｺｳ 株式会社ミワ電工 電気工事
県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 内装仕上工事

県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設株式会社　東北支店 解体工事
県外業者 ﾒｲｾｲﾃﾞﾝｷ 明星電気株式会社　東北支店 電気通信工事

県外業者 ﾒｲ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 電気工事
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎 土木一式工事

県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎 建築一式工事

県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 電気工事
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎 管工事
県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎 機械器具設置工事

県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎　盛岡営業所 電気通信工事

県外業者 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 株式会社明電舎 水道施設工事

県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 電気工事
県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 機械器具設置工事

県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 電気通信工事

県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 水道施設工事

県外業者 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター株式会社　東北営業部 清掃施設工事

県外業者 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 電気工事
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 管工事
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 機械器具設置工事

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 水道施設工事

県外業者 ﾓﾘﾀﾆｼｮｳｶｲ 株式会社守谷商会　東北支店 電気工事
県外業者 ﾓﾘﾀﾆｼｮｳｶｲ 株式会社守谷商会　東北支店 管工事
県外業者 ﾓﾘﾀﾆｼｮｳｶｲ 株式会社守谷商会　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 森平舞台機構株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 森松工業株式会社　東北営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 森松工業株式会社　東北営業所 水道施設工事

県外業者 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社森本組　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社森本組　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社森本組　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ 株式会社森本組　東北支店 解体工事
県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 電気工事
県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 鋼構造物工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 舗装工事
県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 塗装工事
県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 電気通信工事

県外業者 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 矢木コーポレーション株式会社 造園工事
県外業者 ヤスカワオートメーションドライブ 安川オートメーション・ドライブ株式会社　東京支店 電気工事
県外業者 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ 株式会社安川電機　東北営業所 電気工事
県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 建築一式工事

県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 鋼構造物工事

県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 塗装工事
県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾔﾏｵｶｺｳｷﾞｮｳ 山岡工業株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾔﾏｵｶｺｳｷﾞｮｳ 山岡工業株式会社 管工事
県外業者 ﾔﾏｵｶｺｳｷﾞｮｳ 山岡工業株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾔﾏｵｶｺｳｷﾞｮｳ 山岡工業株式会社 水道施設工事

県内業者 ヤマガタサイセキ 山形砕石株式会社 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾔﾏｸﾞﾁｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 株式会社山口水道建設 土木一式工事

県内業者 ﾔﾏｸﾞﾁｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 株式会社山口水道建設 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾔﾏｸﾞﾁｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 株式会社山口水道建設 管工事
県内業者 ﾔﾏｸﾞﾁｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 株式会社山口水道建設 水道施設工事

県内業者 ﾔﾏｼﾞﾙｼｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 株式会社山印造園土木 土木一式工事

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 とび・土工・コンクリート工事

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 舗装工事
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 造園工事
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 水道施設工事

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 解体工事
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 電気工事
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 管工事
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 電気通信工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｲｷﾃﾞﾝ 山大機電株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ 山田建設株式会社 土木一式工事

県外業者 ﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ 山田建設株式会社 建築一式工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 土木一式工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 管工事
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 鋼構造物工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 塗装工事
県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 機械器具設置工事

県内業者 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｷｺｳ 山田設備機工株式会社 水道施設工事

県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 電気工事
県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 管工事
県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾔﾏﾄ 株式会社ヤマト　東北支店 水道施設工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 土木一式工事

県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 管工事
県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 舗装工事
県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 しゅんせつ工事

県内業者 ﾔﾏﾅｶｽｲﾄﾞｳ 有限会社山中水道 水道施設工事

県外業者 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム株式会社　仙台営業所 電気通信工事

県外業者 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　盛岡営業所 管工事
県外業者 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　盛岡営業所 機械器具設置工事

県外業者 ﾖｳｺｳｹﾝｾﾂ 陽光建設株式会社　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾖｳｺｳｹﾝｾﾂ 陽光建設株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾖｳﾃﾞﾝｼｬ 株式会社洋電社 電気工事
県内業者 ﾖｳﾃﾞﾝｼｬ 株式会社洋電社 電気通信工事

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 電気工事
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 機械器具設置工事

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 電気通信工事

県外業者 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ 株式会社横河ブリッジ　仙台営業所 土木一式工事

県外業者 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ 株式会社横河ブリッジ　仙台営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ 株式会社横河ブリッジ　仙台営業所 鋼構造物工事

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 土木一式工事

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 大工工事
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 左官工事
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 とび・土工・コンクリート工事

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 石工事
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 屋根工事
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 タイル・れんが・ブロック工事

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 鋼構造物工事

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 舗装工事
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 板金工事
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 ガラス工事
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 塗装工事
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 防水工事
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 内装仕上工事

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 熱絶縁工事
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 建具工事
県外業者 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ ライト工業株式会社　青森営業所 土木一式工事

県外業者 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ ライト工業株式会社　青森営業所 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ ライト工業株式会社　青森営業所 石工事
県外業者 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ ライト工業株式会社　青森営業所 鋼構造物工事

県外業者 ﾗｻｼｮｳｼﾞ ラサ商事株式会社　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学株式会社　仙台支店 土木一式工事

県外業者 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学株式会社　仙台支店 電気工事
県外業者 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学株式会社　仙台支店 機械器具設置工事

県外業者 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学株式会社　仙台支店 水道施設工事

県外業者 ﾘｮｳｺｳﾘﾌﾄﾄｳﾎｸ 菱光リフト東北株式会社 機械器具設置工事

県外業者 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設株式会社　東北土木支店 土木一式工事

県外業者 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設株式会社　東北土木支店 舗装工事



地域区分 カナ本社名 業者名 業種名
県外業者 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設株式会社　東北土木支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設株式会社　東北土木支店 水道施設工事

県外業者 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設株式会社　東北土木支店 解体工事
県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 タイル・れんが・ブロック工事

県外業者 ﾛｹﾝ 株式会社炉研 機械器具設置工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 土木一式工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 建築一式工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 とび・土工・コンクリート工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 石工事
県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社 電気工事
県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社 管工事
県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 鋼構造物工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 舗装工事
県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 しゅんせつ工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社 造園工事
県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 水道施設工事

県外業者 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設株式会社　東北支店 解体工事
県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 土木一式工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 建築一式工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 とび・土工・コンクリート工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 管工事
県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 鋼構造物工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 舗装工事
県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 しゅんせつ工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 塗装工事
県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 造園工事
県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 水道施設工事

県内業者 ﾜｷｶﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社脇川建設工業所 解体工事


