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アークネットワークサービス 株式会社アークネットワークサービス 100000001

アートシステム 株式会社アートシステム 100000002

アートデンキキカク 有限会社アート電気企画 100000003

アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 100000004

アイエーネットワーク アイエーネットワーク株式会社 100000006

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 100000005

アイコーポレーション 有限会社アイ・コーポレーション 100000007

アイサワコウギョウ アイサワ工業株式会社　東北支店 100000008

アイシーエス 株式会社アイシーエス 100000009

アイチトケイデンキ 愛知時計電機株式会社　青森営業所 100000010

アイホー 株式会社アイホー　盛岡営業所 100000011

アオケン 株式会社アオケン 100000012

アオケンボウスイコウギョウ 株式会社青建防水工業 100000013

アオモリエンジニアリング 青森エンジニアリング株式会社 100000014

アオモリケントソウジギョウ 青森県塗装事業協同組合 100000015

アオモリシンドウロレキザイ 青森新道路瀝材株式会社 200000293

アオモリジバンケンキュウショ 有限会社青森地盤研究所 100000016

アオモリセツビコウギョウ 青森設備工業株式会社 100000017

アオモリソウゴウケイビホショウ 青森綜合警備保障株式会社 100000018

アオモリソウゴデンセツ 青森相互電設株式会社 100000019

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 100000020

アオモリノーミ 青森ノーミ株式会社 100000021

アオモリホーチキ 青森ホーチキ株式会社　弘前営業所 100000022

アオモリホドウ 株式会社青森舗道 100000023

アオモリミツビシデンキキキハンバイ 青森三菱電機機器販売株式会社 100000024

アカガワショウジ 有限会社赤川商事 100000025

アキラ 昱株式会社　東北支店 100000026

アキラキデン 昱機電株式会社　向洋電機事業所青森営業所 100000027

アケボノケンセツ 株式会社あけぼの建設 100000028

アサダカンコウ 有限会社あさだ管工 100000029
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アサヌマグミ 株式会社淺沼組　東北支店 100000030

アサノアタカ 浅野アタカ株式会社　北日本支店 100000031

アサヒイノベックス 旭イノベックス株式会社　東北営業所 100000032

アサヒグミ 株式会社旭組 100000033

アサヒケンセツ アサヒ建設株式会社 100000034

アサヒコウギョウシャ 株式会社朝日工業社　青森営業所 100000035

アサヒホウム 株式会社あさひほうむ 100000036

アサヒレイキコウギョウ 旭冷機工業株式会社 100000037

アスコウウンユ 株式会社アスコウ運輸 100000038

アズビル アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー東北支店 100000039

アセント 株式会社アセント 100000040

アネスコ 株式会社アネスコ 100000041

アベジュウクミ 株式会社阿部重組 100000042

アベニッコウコウギョウ 株式会社安部日鋼工業　東北支店 100000044

アペック 株式会社アペック 100000043

アボケンセツ 株式会社阿保建設 100000045

アボセツビコウギョウ 阿保設備工業株式会社 100000046

アマノ アマノ株式会社 100000047

アムコン アムコン株式会社 100000048

アルク 株式会社アルク 100000049

アンゼンキカク 安全企画株式会社　弘前支店 100000050

アンゼンサクドウ 安全索道株式会社 100000051

アンドウハザマ 株式会社安藤・間 100000052

アンドウハザマ 株式会社安藤・間　東北支店 100000053

イガラシデンキショウカイ 株式会社五十嵐電気商会 100000054

イシオカカンバン 株式会社石岡看板 100000055

イシオカブロック 有限会社石岡ブロック 100000056

イシガキ 株式会社石垣　東北支店 100000057

イシガキメンテナンス 石垣メンテナンス株式会社　東北支店 100000058

イシガミケンセツ 株式会社石上建設 100000059
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イシザワコウギョウ 株式会社石沢工業 100000060

イシザワコウギョウ 有限会社石沢工業 100000061

イシダケンセツ 有限会社石田建設 100000062

イシトヤデンセツ 有限会社石戸谷電設 100000063

イシトヨケンセツ 株式会社石豊建設 100000066

イシドヤバンキン 有限会社石戸谷板金 100000064

イシドヤホーム イシドヤホーム株式会社 100000065

イシマルコウギョウ 石丸工業株式会社 100000067

イズミセイソウ いずみ清掃株式会社 100000068

イチノヘグミ 有限会社一戸組 100000069

イッセイケンソウ 一成建装株式会社 100000070

イトウコウギョウ 株式会社伊藤鉱業 100000071

イトウテッコウショ 株式会社伊藤鐵工所 100000072

イナベデンキショウカイ 有限会社稲部電気商会 100000073

イノウエトシクリエイト 株式会社ＩＮＯＵＥ都市クリエイト 100000074

イノマタケンセツ 猪股建設株式会社 100000075

イリエポンプ 有限会社入江ポンプ 100000076

イワキ 株式会社岩城　東北営業所 100000077

イワキガス 株式会社岩木ガス 100000078

イワキスイドウ 株式会社岩木水道 100000079

イワケンコウギョウ 岩建興業株式会社 100000080

ウォーターエージェンシー 株式会社ウォーターエージェンシー　東北北営業所 100000082

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 100000083

ウトウボウサイ 株式会社善知鳥防災 100000084

エーアイサイン 株式会社エーアイサイン 100000087

エイスィーサービス エイ・スィーサービス株式会社 100000085

エイトギジュツ エイト技術株式会社 100000086

エスエヌカンキョウテクノロジー エスエヌ環境テクノロジー株式会社　東京支店 100000088

エヌイーシーソリューションイノベータ ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 100000089

エヌイーシーソリューションイノベータ ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　営業統括本部 100000090
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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 100000091

エヌイーシーフィールディング ＮＥＣフィールディング株式会社　盛岡支店 100000092

エヌイーシープラットフォームズ ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　東日本支社 100000093

エヌエイチケイテクノロジーズ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 100000094

エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社　東北支社 100000095

エヌエヌシーエンジニアリング 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 100000096

エヌケーエス 株式会社エヌケーエス　東京営業所 100000097

エヌケーエナジー ＮＫエナジー株式会社 200000288

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 100000098

エヌティティドコモ 株式会社ＮＴＴドコモ　東北支社 100000099

エヌティティヒガシニホントウホク 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 100000100

エヌティティフィールドテクノ 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　中国支店 200000317

エヌテック 株式会社エヌテック 100000101

エバラカンキョウプラント 荏原環境プラント株式会社 100000102

エバラショウジ 荏原商事株式会社　東北支店 100000104

エバラジツギョウ 荏原実業株式会社　北東北営業所 100000103

エバラセイサクショ 株式会社荏原製作所　東北支社 100000105

エバラデンサン 株式会社荏原電産　東北営業所 100000106

エフテック 株式会社エフテック 100000107

エムエムブリッジ エム・エムブリッジ株式会社　東北営業所 100000108

エラグミ 株式会社江良組 100000109

エルゴテック エルゴテック株式会社　北日本支店 100000110

エレベーターコミュニケーションズ エレベーターコミュニケーションズ株式会社 100000111

オウウデンキセツビ 奥羽電気設備株式会社 100000112

オオサカグミ 株式会社大坂組 100000113

オオセトソウテン 有限会社大瀬塗装店 100000114

オオタカジュウセツ 株式会社大高住設 100000115

オオタケンセツ 太田建設株式会社 100000116

オオタセコウケイカク 有限会社おおた施工計画 100000117

オオダテカツラコウギョウ 大館桂工業株式会社 100000118



5 / 26 ページ

電子入札での利用者登録における業者番号一覧

（工事業者五十音順）

商号又は名称（カナ） 商号又は名称 業 者 番 号

オオバヤシグミ 株式会社大林組　東北支店 100000119

オオモトグミ 株式会社大本組　東北支店 100000120

オオヤケンセツコウギョウ 大矢建設工業株式会社 200000292

オオユセキザイテン 有限会社大湯石材店 100000121

オガサワラグミ 株式会社小笠原組 100000122

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 100000123

オキデンキコウギョウ 沖電気工業株式会社　東北支社 100000124

オクアンツーカ 奥アンツーカ株式会社　東北営業所 100000125

オクムラグミ 株式会社奥村組　東北支店 100000126

オクムラグミドボクコウギョウ 奥村組土木興業株式会社　仙台営業所 200000285

オクヤマボーリング 奥山ボーリング株式会社　青森支店 100000127

オサケンセツコウギョウ オサ建設工業株式会社 100000128

オサナイキキ 株式会社小山内機器　弘前営業所 100000129

オサナイテッキンコウギョウショ 有限会社小山内鉄筋工業所 100000130

オサミケンセツ 有限会社長見建設 100000131

オノサンギョウ 有限会社小野産業 100000132

オヤマダエンジニアリング オヤマダエンジニアリング株式会社 100000133

オヤマダケンセツ 株式会社小山田建設 100000134

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 100000135

オルガノ オルガノ株式会社　東北支店 100000136

オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所 100000137

カイセイギジュツ 開成技術株式会社 100000138

カイハツデンギョウ 開発電業株式会社 100000139

カクヒロ 株式会社角弘 100000140

カクヒロ 株式会社角弘　弘前支店 100000141

カサイ 株式会社かさい 100000142

カサイケンソウ カサイ建装株式会社 100000143

カサイゾウエンドボク 有限会社かさい造園土木 100000144

カサイトソウコウギョウショ 株式会社葛西塗装興業所 100000145

カシワザキグミ 株式会社柏崎組 100000147
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カジマケンセツ 鹿島建設株式会社　東北支店 100000146

カタヤマグミ 株式会社片山組　弘前営業所 100000148

カネケンコウギョウ 株式会社兼建興業 100000149

カマタセツビコウギョウ 鎌田設備工業株式会社 100000151

カマダケンセツ 株式会社鎌田建設 100000150

カミキタケンセツ 上北建設株式会社 100000152

カモガワケイメイデンキ 加茂川啓明電機株式会社　東北支店 100000153

カヤバコウギョウ 萱場工業株式会社 100000154

カワサキマシンシステムズ 株式会社カワサキマシンシステムズ　統括本部ガスタービンサービス本部東部事業所 100000155

カワセセツビカンリ 川瀬設備管理株式会社 200000314

カワダケンセツ 川田建設株式会社　東北支店 100000156

カワモトコウギョウ 川本工業株式会社　東北支店 100000157

カワラギデンギョウ 株式会社河原木電業 100000158

カンキョウエンジニア 有限会社環境エンジニア 100000159

カンキョウプラント 有限会社環境プラント 100000160

カンセイコウギョウ 管清工業株式会社　東北営業所 100000161

カンデンコウ 株式会社関電工　東北支店 100000162

カンデンコウギョウ 管電工業株式会社 100000163

キクチトソウコウギョウ 株式会社菊池塗装工業 100000164

キクテック 株式会社キクテック　盛岡支店 100000165

キタコン 株式会社キタコン 100000166

キタニホンウエスターンショウジ 株式会社北日本ウエスターン商事 100000167

キタニホンカコウ 北日本化工株式会社 100000168

キタニホンカンコウギョウ 北日本管工業株式会社　弘前支店 100000169

キタニホンキカイ 北日本機械株式会社 100000170

キタニホンケイソウ 北日本計装株式会社 100000171

キタニホンセツビサービス 有限会社北日本設備サービス 100000172

キタニホンツウシン 北日本通信株式会社 100000173

キタヤマコウムテン 株式会社喜多山工務店 100000174

キョウエイサンギョウ 共栄産業株式会社 200000291



7 / 26 ページ

電子入札での利用者登録における業者番号一覧

（工事業者五十音順）

商号又は名称（カナ） 商号又は名称 業 者 番 号

キョウドウセツビ 株式会社共同設備 100000175

キョウヤデンキ 株式会社京谷電気 100000176

キョウリツセツビコウギョウ 共立設備工業株式会社 100000177

キョウワエクシオ 株式会社協和エクシオ　東北支店 100000178

キョウワカコウ 共和化工株式会社　東北支店 100000179

キョウワキデンコウギョウ 協和機電工業株式会社　東京支店 100000180

キョウワデンキ 協和電気株式会社 100000181

キョクジツデンキコウギョウ 旭日電気工業株式会社　仙台支店 100000182

キョクトウサービス 極東サービス株式会社 100000183

キンデン 株式会社きんでん　東北支社 100000184

クドウグミ 株式会社工藤組 100000185

クドウケンザイ 有限会社工藤建材 100000186

クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 100000187（※弘前市）

クドウコウムショ 株式会社工藤工務所 100000188 （ ※ 五 所 川 原 市 ）

クドウサンソテン 株式会社工藤酸素店 100000189

クドウポンプ 有限会社工藤ポンプ 100000190

クボタ 株式会社クボタ　東北支社 100000191

クボタカンキョウサービス クボタ環境サービス株式会社　東北支店 100000192

クボタキコウ クボタ機工株式会社　東北営業所 100000193

クマガイグミ 株式会社熊谷組　東北支店 100000194

クマリフト クマリフト株式会社　東北支店 100000195

クメタバンキンコウギョウ 有限会社久米田板金工業 100000196

クリエイトテクノ クリエイトテクノ株式会社 100000197

クリタス 株式会社クリタス 100000198

クリハラコウギョウ 栗原工業株式会社　東北支社 100000199

クリモトテッコウショ 株式会社栗本鐵工所　東北支店 100000200

クロイシホソウ 有限会社黒石舗装 100000201

ケイエスエス ＫＳＳ株式会社 100000202

ケイエム 株式会社Ｋｍ 100000203

ケイショウジ 経商事株式会社 100000204
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ケンショウオダギリ 株式会社建匠おだぎり 100000205

ケンナンセイソウ 県南清掃株式会社 100000206

コーサイ 株式会社コーサイ 100000222

コウエイコウギョウ 有限会社弘永興業 200000313

コウエイホドウ 株式会社弘永舗道 100000207

コウサンセツビコウギョウ 興産設備工業株式会社 100000208

コウシンケンセツ 株式会社弘新建設 100000209

コウセイテッコウケンセツ 有限会社弘青鉄工建設 100000210

コウセイホソウ 弘成舗装株式会社 100000211

コウデンシャ 有限会社広電社 100000212

コウトデンキ 株式会社弘都電気 100000213

コウナンケンセツ 弘南建設株式会社 100000214

コウノイケグミ 株式会社鴻池組　東北支店 100000215

コウヨウデンセツ 興陽電設株式会社 100000216

コウワ 株式会社興和　東北支店 100000217

コウワケイソウ 広和計装株式会社 100000218

コウワケンセツ 弘和建設株式会社 100000219

コエダセツビコウギョウ 株式会社小枝設備工業 100000220

コエダデンコウ 有限会社小枝電工 100000221

コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社 100000223

コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社　青森支店 100000224

コサカギケン 株式会社コサカ技研 100000225

コスモコウキ コスモ工機株式会社　秋田営業所 100000226

コトブキシーティング コトブキシーティング株式会社　東北支店 100000228

コバヤシデンセツ 小林電設株式会社 100000229

コマツトソウコウギョウ 株式会社小松塗装工業 100000230

コモンテックス 株式会社コモンテックス 100000231

コンノショウジ 株式会社今野商事 100000233

コンヨケンセツ 株式会社今与建設 100000234

ゴトウコウガクケンキュウショ 株式会社五藤光学研究所 100000227
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ゴヨウケンセツ 五洋建設株式会社　東北支店 100000232

サイカツケンセツ 齋勝建設株式会社 100000235

サイコウペイント 彩幸ペイント 100000236

サイタコウギョウ サイタ工業株式会社　東北支社 100000237

サイトウケンセツ 株式会社齋藤建設 100000238

サイトウトソウテン 齊藤塗装店 100000239

サイトウバンキン 株式会社齊藤板金 100000240

サイマサクミ 斉正組 100000241

サイユー 株式会社サイユー 100000242

サエキデンキ 有限会社佐伯デンキ 100000243

サクライコウムテン 株式会社桜井工務店 100000244

サクラケンセツコウギョウ 株式会社サクラ建設工業 100000245

サクラバコウムテン 有限会社桜庭工務店 100000246

ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店 100000247

ササキデンキホンテン 株式会社佐々木電機本店　八戸支店 100000248

ササキデンセツ 佐々木電設株式会社 100000249

サトウカンコウ 有限会社佐藤管工 100000250

サトウコウギョウ 株式会社佐藤工業 100000251

サトウコウギョウ 佐藤工業株式会社　東北支店 100000252

サトウコウデンキコウジ 佐藤幸電気工事 100000253

サトウセイサクショ 有限会社佐藤製作所 100000254

サトウソウケンセツ 株式会社佐藤惣建設 100000255

サトウチクロコウギョウ 佐藤築炉工業株式会社 100000256

サトウテッコウ 佐藤鉄工株式会社　仙台営業所 100000257

サトウバンキンコウギョウ 有限会社佐藤板金工業 100000258

サトウホソウ 有限会社佐藤舗装 100000259

サトウワタナベ 株式会社佐藤渡辺　青森営業所 100000260

サプライ 株式会社サプライ　弘前営業所 100000261

サンエイカイ 株式会社三英会 200000282

サンキコウギョウ 三機工業株式会社　東北支店 100000262
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サンキョウ 株式会社三共 100000263

サンキョウケンセツ 三共建設株式会社 100000264

サンケンエンジニアリング 株式会社サンケン・エンジニアリング　仙台営業所 100000265

サンケンセツビコウギョウ 三建設備工業株式会社　東北支店 100000266

サンコウ 株式会社産交 100000267

サンコウウンユ 有限会社サンコウ運輸 100000268

サンコウクウチョウ 株式会社三晃空調　東北支店 100000269

サンコウコウギョウ 三晃工業株式会社 100000270

サンコウテクノ 三光テクノ株式会社　青森営業所 100000271

サンシンセイコウ 三辰精工株式会社 100000272

サンセイコウジサービス 三精工事サービス株式会社　東京支店 100000273

サンセイテクノロジーズ 三精テクノロジーズ株式会社　仙台営業所 100000274

サンテクノ 有限会社サン・テクノ 100000275

サンテック 株式会社サンテック　東北支社 100000276

サンデンコウギョウ 産電工業株式会社 100000277

サンデンコウギョウ 産電工業株式会社　青森支店 100000278

サンデンシツウシンコウギョウ サン電子通信工業株式会社 100000279

サンビルド 有限会社サンビルド 100000280

サンプラント 株式会社サンプラント　仙台支店 100000281

サンワシヤッターコウギョウ 三和シヤッター工業株式会社　弘前営業所 100000282

シーケンスサービス 株式会社シーケンスサービス 100000286

シールコウギョウ 有限会社シール工業 100000287

シカナイグミ 株式会社鹿内組 100000292

シダウツミ 志田内海株式会社 100000293

シマヅシステムソリューションズ 島津システムソリューションズ株式会社　東京支店 100000295

シマヅデンキ 嶋津電気株式会社 100000296

シミズケンセツ 清水建設株式会社　東北支店 100000297

シューテック 株式会社シューテック 100000299

ショーボンドケンセツ ショーボンド建設株式会社　北東北支店 100000309

ショウエイ 株式会社昭栄 100000300
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ショウエイコウギョウ 株式会社昭栄工業 100000301

ショウワコンクリートコウギョウ 昭和コンクリート工業株式会社　青森営業所 100000307

ショウワデンキ 昭和電気株式会社 100000308

シラカワケンセツ 株式会社白川建設 100000311

シンコウデンキ 振興電気株式会社　東北支店青森営業所 100000312

シンセツビ 株式会社新設備 100000313

シンニッポンクウチョウ 新日本空調株式会社　青森営業所 100000314

シンフォニアエンジニアリング シンフォニアエンジニアリング株式会社　東北営業所 100000315

シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー株式会社　東北営業所 100000316

シンメイワアクアテクサービス 新明和アクアテクサービス株式会社　東北センター 100000317

シンリョウレイネツコウギョウ 新菱冷熱工業株式会社　東北支社 100000318

ジーアール 有限会社ジーアール 100000283

ジーエスユアサ 株式会社ＧＳユアサ　東北支社 100000284

ジーエスユアサフィールディングス 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス　東北支店 100000285

ジェイアールシーシステムサービス ＪＲＣシステムサービス株式会社　東北営業所 100000288

ジェイエフイーアドバンテック ＪＦＥアドバンテック株式会社 200000303

ジェイエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング株式会社　東北支店 100000289

ジェイエフイープラントエンジ ＪＦＥプラントエンジ株式会社 100000290

ジェイブイシーケンウッドコウキョウサンギョウシステム 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム　東北支店 100000291

ジッショウ 實商株式会社 100000294

ジュウコウケンギョウ 株式会社住光建業 100000298

ジュウビ 有限会社住美 200000312

ジョウエイサンギョウ 有限会社城栄産業 100000302

ジョウセイドボクコウギョウ 有限会社城西土木工業 100000303

ジョウトウデンキ 城東電気株式会社 100000304

ジョウトウトソウ 有限会社城東塗装 100000305

ジョウナンリョクカ 有限会社城南緑化 100000306

ジョンソンコントロールズ ジョンソンコントロールズ株式会社　青森営業所 100000310

スイキテクノス 株式会社水機テクノス　盛岡営業所 100000319

スイドウキコウ 水道機工株式会社　東北支店 100000320
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スイリュウケンセツ 有限会社瑞龍建設 100000321

スイングエンジニアリング 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　東北支店 100000322

スズキグミ 株式会社鈴木組 100000323

ストウジュウキ 須藤重機 100000324

スポーツテクノワコウ 株式会社スポーツテクノ和広 100000325

スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント株式会社　東北支店 100000326

セーフティテック 株式会社セーフティテック 100000335

セーフティロード 株式会社セーフティロード 100000336

セイコウ 株式会社青工　弘前支店 100000327

セイコウコウギョウ 有限会社青弘工業 100000328

セイコウデンキセイサクショ 株式会社正興電機製作所　東北営業所 100000329

セイソウセンター 株式会社清掃センター 100000330

セイソウテクノサービス 株式会社清掃テクノサービス 100000331

セイノコウギョウ 清野工業 100000332

セイブケンセツ 西武建設株式会社　東北支店 100000333

セイホクサンギョウ 株式会社青北産業 100000334

セキケンセツ 有限会社関建設 100000337

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 100000338

セキスイカガクコウギョウ 積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー東北支店 100000339

セコム セコム株式会社 100000340

ゼニタカグミ 株式会社錢高組　東北支店 100000341

ゼネレールホームサービス ゼネレールホームサービス株式会社 100000342

ソウマドボク 株式会社相馬土木 100000343

タイキケンセツ 大輝建設有限会社 100000351

タイキシャ 株式会社大氣社　東北支店 100000352

タイセイ 株式会社タイセイ 100000357

タイセイオンチョウ 大成温調株式会社　東北支店 100000358

タイセイキコウ 大成機工株式会社　東北支店 100000359

タイセイケンセツ 大成建設株式会社　東北支店 100000360

タイセイコウギョウ 大青工業株式会社 100000361
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タイセイサンギョウ 大成産業株式会社 100000362

タイセンカイハツ 大泉開発株式会社 100000363

タイセンカイハツ 大泉開発株式会社　弘前営業所 100000364

タイヘイエンジニアリング 株式会社太平エンジニアリング　青森営業所 100000369

タイヘイショウコウ 太平商工 100000370

タイヘイデンキ 太平電気株式会社　青森営業所 100000371

タカサゴネツガクコウギョウ 高砂熱学工業株式会社　青森営業所 100000375

タカチバンキンコウギョウ 有限会社高地板金工業 100000376

タカハシセイサクショ 株式会社高橋製作所 100000377

タカハシセツビコウギョウショ 株式会社高橋設備工業所 100000378

タカハシデンキコウギョウ 高橋電気工業株式会社 100000379

タカヒケンセツ 高樋建設株式会社 100000380

タクセイサクショ 株式会社多久製作所　東北グループ 100000381

タケウチグミ 株式会社竹内組 100000382

タケウチトソウ 株式会社竹内塗装 100000383

タケナカコウムテン 株式会社竹中工務店　東北支店 100000385

タケノケンソウ タケノ建装株式会社 100000386

タケヤ 有限会社タケヤ 100000387

タザワコウギョウ 田澤工業株式会社 100000388

タナカグミ 株式会社田中組 100000389

タナカケンセツ 田中建設株式会社 100000390

タナックス 株式会社タナックス　弘前支店 100000391

タナブグミ 株式会社田名部組 100000392

タネイチバンキンコウサクショ 有限会社種市板金工作所 100000393

タンセイシャ 株式会社丹青社 100000394

ダイイチクウチョウ 株式会社第一空調 100000344

ダイイチケンセツコウギョウ 第一建設工業株式会社　弘前工事所 200000283

ダイイチコウギョウ 第一工業株式会社　青森営業所 100000345

ダイイチゾウエン 株式会社第一造園 100000346

ダイイチチシツ 有限会社第一地質 100000347
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ダイイチデンセツコウギョウ 株式会社第一電設工業 100000348

ダイオウノウエン 有限会社大王農園 100000349

ダイカンコウギョウ 大管工業株式会社 100000350

ダイキアクシス 株式会社ダイキアクシス　東北支店 200000298

ダイコー ダイコー株式会社　仙台営業所 100000353

ダイショウゾウエン 株式会社大昭造園 100000355

ダイシンカンコウギョウショ 株式会社大伸管工業所 100000356

ダイジュセツビコウギョウ 株式会社大樹設備工業 100000354

ダイダン ダイダン株式会社　青森営業所 100000365

ダイチエンジニア 株式会社大地エンジニア 100000366

ダイトウデンキショウカイ 株式会社大東電気商会 100000368

ダイドウキコウ 大同機工株式会社　仙台営業所 100000367

ダイホウケンセツ 大豊建設株式会社　東北支店 100000372

ダイワデンセツコウギョウ 大和電設工業株式会社　青森支店 100000373

ダイワリース 大和リース株式会社　青森営業所 100000374

ダケカイハツ 嶽開発株式会社 100000384

チバセツビコウギョウ 千葉設備工業株式会社 100000395

チバデンキセツビ 千葉電気設備株式会社 100000396

チュウオウコーポレーション 株式会社中央コーポレーション 100000397

チュウオウセツビコウギョウ 中央設備工業株式会社 100000398

チュウオウトコウシャ 株式会社中央塗工社 100000399

チョウエイ 有限会社チョウエイ 100000400

ツガルボウサイセツビ 有限会社津軽防災設備 100000401

ツキシマキカイ 月島機械株式会社　仙台支店 100000402

ツキシマテクノメンテサービス 月島テクノメンテサービス株式会社　仙台支店 100000403

ツキダテトソウ 築舘塗装 100000404

ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 100000405

ティーエイチケンセツ 有限会社ティーエイチ建設 100000406

ティーオーエー ＴＯＡ株式会社 100000407

ティティケイ 株式会社ＴＴＫ 100000408
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ティティケイエンジアオモリ 株式会社ＴＴＫエンジ青森 100000533

テクノチュウオウ 株式会社テクノ中央 100000409

テクノハセ 株式会社テクノ長谷 100000410

テクノハセ 株式会社テクノ長谷　青森営業所 100000411

テクノリョウワ 株式会社テクノ菱和　東北支店 100000412

テスコ テスコ株式会社 200000290

テッケンケンセツ 鉄建建設株式会社　東北支店 100000413

テラエイケンセツ 株式会社寺栄建設 100000414

テルイセイサクコウギョウ テルイ製作工業 100000415

デンキコウギョウ 電気興業株式会社　仙台支店 100000416

デンサン 株式会社デンサン 200000284

デンユウ 株式会社デンユウ 100000417

トーケミ 株式会社トーケミ　東部支店 100000457

トータルセツビコウギョウ 株式会社トータル設備工業 100000459

トータルメディアカイハツケンキュウショ 株式会社トータルメディア開発研究所 100000460

トウアグラウトコウギョウ 東亜グラウト工業株式会社　東北支店 100000418

トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業株式会社　東北支店 100000419

トウイチコウギョウ 株式会社東一興業 100000420

トウエイセツビコウギョウ 有限会社東栄設備工業 100000421

トウカイコウカン 東海鋼管株式会社　仙台営業所 200000306

トウカンサービス 株式会社東管サービス 100000422

トウキュウケンセツ 東急建設株式会社　東北支店 100000423

トウキョウサクドウ 東京索道株式会社 100000424

トウキョウシステムトッキ 東京システム特機株式会社 200000316

トウコウタカオカ 株式会社東光高岳　東北支社 100000425

トウコウデンキ 東弘電機株式会社 100000426

トウコウデンキコウジ 東光電気工事株式会社　東北支社 100000427

トウサン 株式会社東酸 100000428

トウシバインフラシステムズ 東芝インフラシステムズ株式会社 100000429

トウシバインフラシステムズ 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社 100000430
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トウシバエレベータ 東芝エレベータ株式会社　東北支社 200000294

トウシバプラントシステム 東芝プラントシステム株式会社　東北支社 100000431

トウシバライテック 東芝ライテック株式会社　東北システム営業所 100000432

トウシンカガク 東新化学株式会社 200000327

トウシンコウキ 東新工機株式会社　青森営業所 100000433

トウセイアロー 株式会社東青アロー 100000434

トウテク 東テク株式会社　青森営業所 100000435

トウフジコウギョウ 株式会社東藤興業 100000436

トウホウセツビコウギョウショ 株式会社東邦設備工業所 100000437

トウホクインテリジェントツウシン 東北インテリジェント通信株式会社 100000438

トウホクコクサイシバフ 有限会社東北国際芝生 100000439

トウホクサンケンサービスコウジ 東北三建サービス工事株式会社 100000440

トウホクスイドウセツビコウギョウ 東北水道設備工業株式会社 100000441

トウホクダセツサンギョウ 有限会社東北打設産業 100000442

トウホクデンギョウ 東北電業株式会社 100000443

トウホクデンワ 東北電話株式会社　青森営業所 200000305

トウホクヒタチ 株式会社東北日立　弘前支店 100000444

トウホクフジヨシコウギョウ 東北藤吉工業株式会社 100000445

トウホクブタイコウギョウ 株式会社東北舞台工業 100000446

トウホクホソウ 株式会社東北舗装 100000449

トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社　青森営業所 100000448

トウホクボウサイサービス 有限会社東北防災サービス 100000447

トウホクルーフ 有限会社東北ルーフ 100000450

トウヨウケンセツ 東洋建設株式会社　東北支店 100000451

トウヨウジュウキケンセツ 東洋重機建設有限会社 100000452

トウヨウデンセツ 株式会社東洋電設 100000453

トウワカンコウ 東和管工株式会社 100000454

トウワケンセツ 有限会社東和建設 100000455

トウワスポーツシセツ 東和スポーツ施設株式会社 100000456

トオセイ 株式会社東晴 100000458



17 / 26 ページ

電子入札での利用者登録における業者番号一覧

（工事業者五十音順）

商号又は名称（カナ） 商号又は名称 業 者 番 号

トキワデンギョウ 常盤電業株式会社　青森営業所 100000461

トクシンコウギョウ 有限会社特進工業 100000462

トダケンセツ 戸田建設株式会社　東北支店 100000463

トップスターズ トップ・スターズ株式会社 100000464

トノサキハイカンセツビ 株式会社外崎配管設備 100000465

トビシマケンセツ 飛島建設株式会社　東北支店 100000466

トモエコーポレーション 株式会社巴コーポレーション　東北支店 100000468

トモエコウギョウ 巴工業株式会社　仙台営業所 100000467

トラスト 株式会社トラスト　東北営業所 100000469

トリアドコウボウ 株式会社トリアド工房 100000470

トリシマセイサクショ 株式会社酉島製作所　仙台支店 100000472

ドリコ ドリコ株式会社　東北支店 100000471

ナカザワケンセツ 有限会社中澤建設 100000474

ナカニシセイサクショ 株式会社中西製作所　東北支店 100000476

ナカノフドーケンセツ 株式会社ナカノフドー建設　東北支社 100000477

ナカムラヒロサキ 中村弘前株式会社 100000478

ナガイ 株式会社ナガイ 200000302

ナガオケンチクトソウ 長尾建築塗装 100000473

ナガサワコウギョウ 株式会社永澤興業 100000475

ナガワ 株式会社ナガワ　仙台支店 100000479

ナショナルエレベーターコウギョウ ナショナルエレベーター工業株式会社 100000480

ナビワーク ナビワーク 100000481

ナブコシステム ナブコシステム株式会社 100000482

ナブコシステム ナブコシステム株式会社　弘前営業所 100000483

ナラケンセツ 有限会社奈良建設 100000484

ナラジュンケンセツ 奈良順建設株式会社 100000485

ナリタケンセツ 有限会社ナリタ建設 100000486

ニシコウキセイサクショ 株式会社西衡器製作所　弘前支店 100000487

ニシダグミ 株式会社西田組 100000488

ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境 100000489
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ニシハラカンキョウ 株式会社西原環境　東北営業所 100000490

ニシハラネオ 株式会社西原ネオ　東北支店 100000491

ニシマツケンセツ 西松建設株式会社　北日本支社 100000492

ニシムラグミ 株式会社西村組 100000493

ニシムラセイサクショ 株式会社西村製作所 100000494

ニチゼンデンキ 株式会社日善電気 100000495

ニッコウツウシン 日興通信株式会社　青森支店 100000496

ニッシンセツビ 日新設備株式会社　仙台支店 100000497

ニッシンデンキ 日新電機株式会社　東北支店 100000498

ニッスイサンギョウ 日水産業株式会社　関東事業所 100000499

ニッスイセツビコウギョウ 株式会社日水設備工業 100000500

ニッセイビルドコウギョウ 日成ビルド工業株式会社　青森営業所 200000295

ニッタン ニッタン株式会社　東北支社 100000501

ニットウイシダ 日東イシダ株式会社　八戸営業所 100000502

ニットウコウエイ 日東工営株式会社　東北支店 100000503

ニットウツウシン 日東通信株式会社　青森支店 100000504

ニットクケンセツ 日特建設株式会社　青森営業所 100000505

ニッポンオーチスエレベータ 日本オーチス・エレベータ株式会社　東北支店 100000506

ニッポンケーブル 日本ケーブル株式会社　東北支店 100000507

ニッポンテットウコウギョウ 日本鉄塔工業株式会社　仙台営業所 100000508

ニッポンデンキ 日本電気株式会社　青森支店 100000509

ニッポンデンセツコウギョウ 日本電設工業株式会社　青森支社 100000510

ニッポンピーエス 株式会社日本ピーエス　青森営業所 100000511

ニッポンリーテック 日本リーテック株式会社　東北ビルインフラ支社 100000512

ニホンエレベーターセイゾウ 日本エレベーター製造株式会社　仙台営業所 100000513

ニホンゲンリョウ 日本原料株式会社 100000514

ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社 100000515

ニホンコクドカイハツ 日本国土開発株式会社　東北支店 100000516

ニホンコムテック 日本コムテック株式会社　東京支店 100000517

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 100000518
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ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 100000519

ニホンファブテック 日本ファブテック株式会社　仙台営業所 100000520

ニホンフィールドシステム 日本フィールドシステム株式会社　東北支店 100000521

ニホンプラントケンセツ 株式会社日本プラント建設 100000522

ニホンムセン 日本無線株式会社　青森営業所 100000523

ノースジャパン 株式会社ノース・ジャパン 100000525

ノウミボウサイ 能美防災株式会社　東北支社 100000524

ノムラコウゲイシャ 株式会社乃村工藝社 100000526

ハウテック 株式会社ハウ・テック 100000527

ハガシンケンセツ 株式会社芳賀信建設 100000528

ハシモトボイラーキカイサービス 株式会社橋本ボイラー機械サービス 100000529

ハセガワケンセツ 株式会社長谷川建設 100000530

ハセガワタイイクシセツ 長谷川体育施設株式会社　青森営業所 100000531

ハセガワテッコウ 株式会社長谷川鉄工 100000532

ハナダケンセツ 株式会社花田建設 100000536

ハナダケンセツコウギョウ 花田建設工業株式会社 100000537

ハナダデンキギジュツ 花田電気技術 100000538

ハムシステムショウナイ 株式会社ハムシステム庄内 200000286

ハリヤマデンキ 張山電氣株式会社 100000539

ハンシンドウリョクキカイ 阪神動力機械株式会社　東京支店 100000540

パナソニックエルエスエンジニアリング 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 100000534

パナソニックシステムソリューションズジャパン 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 100000535

ヒカゲシュビョウエン 有限会社日景種苗園 100000543

ヒカリカッター 株式会社光カッター 100000548

ヒガシニッポンデンシンデンワ 東日本電信電話株式会社　青森支店 100000544

ヒガシニッポンライナー 東日本ライナー株式会社 100000545

ヒガシニホンカンキョウホゼンコウギョウ 有限会社東日本環境保全工業 100000546

ヒガシニホンコンクリート 東日本コンクリート株式会社　青森営業所 100000547

ヒグチセツビコウギョウショ 有限会社樋口設備工業所 100000549

ヒサヨシナマコン 株式会社久吉ナマコン 100000550
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ヒタチインダストリアルプロダクツ 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　北部支店 200000315

ヒタチコクサイデンキ 株式会社日立国際電気　東日本支社 100000551

ヒタチシステムズ 株式会社日立システムズ　東北支社 100000552

ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所　東北支社 100000553

ヒタチビルシステム 株式会社日立ビルシステム　東日本支社 100000554

ヒタチプラントサービス 株式会社日立プラントサービス　東北支店 200000307

ヒビノスペーステック ヒビノスペーステック株式会社 100000555

ヒロサキカモツ 有限会社弘前貨物 100000559

ヒロサキカンコウジギョウ 弘前管工事業協同組合 100000560

ヒロサキガス 弘前ガス株式会社 100000557

ヒロサキガスショウジ 株式会社弘前ガス商事 100000558

ヒロサキコウギョウ 弘前工業株式会社 100000561

ヒロサキジュウキ 有限会社弘前重機 100000562

ヒロサキジョウカソウセンター 株式会社弘前浄化槽センター 100000563

ヒロサキスイドウ 株式会社弘前水道 100000564

ヒロサキチクデンキコウジギョウ 弘前地区電気工事業協同組合 100000565

ヒロサキデンキコウジ 弘前電気工事株式会社 100000566

ヒロサキドボクコウギョウ 弘前土木工業 100000567

ヒロサキネンリョウ 株式会社弘前燃料 100000568

ヒロサキホソウ 弘前舗装株式会社 100000569

ヒロテツデンキコウジ 弘鉄電気工事株式会社 100000570

ヒロデン ヒロデン株式会社 100000571

ビーエフリバイブ 株式会社Ｂ・Ｆリバイブ 200000299

ビルドクロープ 株式会社ビルドクロープ 100000556

ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱 100000541

ピーエスミツビシ 株式会社ピーエス三菱　青森営業所 100000542

フクダグミ 株式会社福田組　東北支店 100000572

フクマングミ 株式会社福萬組 100000573

フシュウコウギョウ 株式会社不銹鋼業 100000591

フジクリーンアオモリ 株式会社フジクリーン青森 100000574
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フジグリーンテック 株式会社富士グリーンテック　東北営業所 200000289

フジケンセツ 富士建設株式会社 100000575

フジケンセツコウギョウ 富士建設工業株式会社 100000576

フジコウギョウ 富士工業株式会社 100000577

フジショウカイ 株式会社富士商会 100000579

フジジュウコウ 株式会社富士重工 100000578

フジセン 有限会社藤千 100000580

フジタ 株式会社フジタ　東北支店 100000581

フジタカンキョウセイビ フジタ環境整備株式会社 100000582

フジツウゼネラル 株式会社富士通ゼネラル　東北情報通信ネットワーク営業部 100000583

フジツウネットワークソリューションズ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社　東北支店 100000584

フジテック フジテック株式会社　東北支店 100000585

フジデンキ 富士電機株式会社　東北支社 100000586

フジバヤシショウカイ 株式会社藤林商会 100000587

フジフルカワイーアンドシー 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　北日本支店 100000589

フジプラント フジプラント株式会社 100000588

フジモトケンセツ 株式会社藤本建設 100000590

フソウ 株式会社フソウ　東北支店 100000592

フソウデンツウ 扶桑電通株式会社　青森営業所 100000593

フドウテトラ 株式会社不動テトラ　東北支店 100000594

フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社 100000595

フルカワサンキシステムズ 古河産機システムズ株式会社　東北支店 100000596

フルテック フルテック株式会社　青森支店 100000597

ブンカシヤッター 文化シヤッター株式会社　弘前営業所 100000598

ヘイセイサンギョウ 株式会社平成産業 100000599

ヘイワウンユ 有限会社平和運輸 100000600

ベルテクノ 株式会社ベルテクノ 100000601

ホウサンカンリ 豊産管理株式会社　弘前営業所 100000602

ホクエイデンキ 有限会社北栄電機 100000603

ホクオウスイドウ 株式会社北奥水道 100000604
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ホクオウセツビ 株式会社北奥設備 100000605

ホクトケンセツ 北斗建設株式会社 100000606

ホクトツウコウ 北都通工株式会社 100000607

ホクトボウサイ 北都防災株式会社 100000608

ホリエグミ 株式会社堀江組 100000609

ホリカワデンキショウカイ 有限会社堀川電機商会 100000610

マエカワセイサクショ 株式会社前川製作所 100000611

マエザワエンジニアリングサービス 株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所 100000612

マエザワコウギョウ 前澤工業株式会社　東北支店 100000613

マエタセイカン 前田製管株式会社　青森支店 100000615

マエダケンセツコウギョウ 前田建設工業株式会社　東北支店 100000614

マエヤマグミ 株式会社前山組 100000616

マツイケンセツ 松井建設株式会社　東北支店 100000617

マツムラグミ 株式会社松村組　東北支店 100000618

マツムラデンキセイサクショ 株式会社松村電機製作所　東北支店 100000619

マリンテクノサービス 株式会社マリンテクノサービス 100000620

マルイジュウキケンセツ 丸井重機建設株式会社 100000621

マルイバンキンコウギョウショ 有限会社マルイ板金工業所 100000622

マルエイデンキ 株式会社丸英でんき 100000623

マルカツオノショウジ 株式会社丸勝小野商事 100000624

マルカンケンセツ 丸勘建設株式会社 100000625

マルキケンセツ 有限会社マルキ建設 100000626

マルキサイトウグミ 丸喜株式会社齋藤組 100000627

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 100000628

マルシマサンギョウ 丸島産業株式会社 100000629

マルジュウグミ 株式会社丸重組 100000630

マルゼン 株式会社マルゼン　仙台営業所 100000631

マルチョウ 株式会社マル長 100000632

マルニケンセツ 有限会社丸二建設 100000633

マルノケンチクセッケイ 株式会社マルノ建築設計 100000634
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マルミツコウギョウ 有限会社丸美津興業 100000635

マルモデンキ 丸茂電機株式会社　仙台営業所 100000636

ミウラグミ 株式会社三浦組 100000637

ミウラゾウエン 有限会社三浦造園 100000638

ミカミケンチクバンキン 株式会社三上建築板金 100000639

ミカミコウギョウ 株式会社三上興業 100000640

ミカミジュウキケンセツ 株式会社三上重機建設 100000641

ミカミジュウタクセッケイ 有限会社三上住宅設計 100000642

ミカミドボク 有限会社三上土木 100000643

ミゾエケンチク 溝江建築合同会社 100000644

ミゾグチデンキ 株式会社溝口電気 100000645

ミゾタ 株式会社ミゾタ 100000646

ミゾタ 株式会社ミゾタ　仙台支店 100000647

ミチノクアンゼン 有限会社みちのく安全 100000648

ミチノククボタ 株式会社みちのくクボタ　青森事業所 100000649

ミチノクデンキコウギョウ 有限会社みちのく電気工業 100000650

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 100000651

ミツイスミトモケンセツテッコウエンジニアリング 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 100000652

ミツビシカコウキ 三菱化工機株式会社　東北営業所 100000653

ミツビシジュウコウレイネツ 三菱重工冷熱株式会社　東北支社 100000654

ミツビシデンキ 三菱電機株式会社　東北支社 100000655

ミツビシデンキビルテクノサービス 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　東北支社 100000656

ミツビシデンキプラントエンジニアリング 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　東日本本部東北支社 100000657

ミツビシマテリアルテクノ 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田支店 100000658

ミナト 株式会社みなと 100000659

ミナミケンセツ 株式会社南建設 100000660

ミヤギニッカ 株式会社宮城日化サービス 100000661

ミヤギヤンマー 宮城ヤンマー株式会社　盛岡営業所 100000662

ミヤヂエンジニアリング 宮地エンジニアリング株式会社　仙台営業所 100000663

ミヤモトコウギョウショ 株式会社宮本工業所 100000664
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ミワデンキコウギョウ 美和電気工業株式会社　青森営業所 100000665

ミワデンコウ 株式会社ミワ電工 200000296

ムナカタケンチクコウムショ 棟方建築工務所 100000666

ムナカタコウギョウ 有限会社棟方工業 100000667

ムラオカデンキ 有限会社村岡電気 100000668

ムラカミグミ 株式会社村上組 100000669

ムラカミサンギョウ 株式会社村上産業 100000670

ムラモトケンセツ 村本建設株式会社　東北支店 100000671

メイセイデンキ 明星電気株式会社　東北支店 100000672

メイデンエンジニアリング 株式会社明電エンジニアリング　盛岡営業所 100000673

メイデンシャ 株式会社明電舎 100000674

メイデンシャ 株式会社明電舎　盛岡営業所 100000675

メタウォーター メタウォーター株式会社　東北営業部 100000676

メタウォーターサービス メタウォーターサービス株式会社 100000677

モリタニショウカイ 株式会社守谷商会　東北支店 100000678

モリヘイブタイキコウ 森平舞台機構株式会社 100000679

モリマツコウギョウ 森松工業株式会社　東北営業所 100000680

ヤギコーポレーション 矢木コーポレーション株式会社 100000681

ヤスカワデンキ 株式会社安川電機　東北営業所 100000682

ヤスタケ 株式会社ヤスタケ 100000683

ヤダコウギョウ 矢田工業株式会社 200000297

ヤマイチコウギョウ 山一工業有限会社 100000684

ヤマオカコウギョウ 山岡工業株式会社 100000685

ヤマクラケンセツ 有限会社山藏建設 100000687

ヤマグチスイドウケンセツ 株式会社山口水道建設 100000686

ヤマジルシゾウエンドボク 株式会社山印造園土木 100000688

ヤマタケ 株式会社山武 100000690

ヤマダイキデン 山大機電株式会社 100000689

ヤマダケンセツ 山田建設株式会社 100000691

ヤマダセツビキコウ 山田設備機工株式会社 200000300



25 / 26 ページ

電子入札での利用者登録における業者番号一覧

（工事業者五十音順）

商号又は名称（カナ） 商号又は名称 業 者 番 号

ヤマデン やまでん 100000692

ヤマト 株式会社ヤマト　東北支店 100000693

ヤマトホーム 有限会社ヤマトホーム 100000694

ヤマナカスイドウ 有限会社山中水道 200000304

ヤマハサウンドシステム ヤマハサウンドシステム株式会社　仙台営業所 100000695

ヤマモトリョクカ 有限会社やまもと緑化 100000696

ヤンマーエネルギーシステム ヤンマーエネルギーシステム株式会社　盛岡営業所 100000697

ユアテック 株式会社ユアテック　弘前営業所 100000698

ユウ 株式会社ＹＯＵ 100000699

ユウコウギョウ 株式会社結工業 100000700

ヨウコウケンセツ 陽光建設株式会社　青森営業所 100000701

ヨウデンシャ 株式会社洋電社 100000702

ヨコガワソリューションサービス 横河ソリューションサービス株式会社　東北支店 100000703

ヨコガワブリッジ 株式会社横河ブリッジ　仙台営業所 100000704

ヨコヤマホリエコウムショ 有限会社ヨコヤマ堀江工務所 100000705

ヨシカワケンセツ 吉川建設株式会社 100000706

ヨシダサンギョウ 株式会社吉田産業　弘前支店 100000707

ヨシダトソウ 有限会社吉田塗装 100000708

ヨツバカンコウ 有限会社よつば管工 100000709

ライトコウギョウ ライト工業株式会社　青森営業所 100000710

ラサショウジ ラサ商事株式会社　仙台支店 200000301

リープスサンギョウ 株式会社リープス産業 100000711

リスイカガク 理水化学株式会社　仙台支店 100000712

リョウコウリフトトウホク 菱光リフト東北株式会社 100000713

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 100000714

レクシム 株式会社レクシム 100000715

ロケン 株式会社炉研 100000716

ワカチクケンセツ 若築建設株式会社 100000717

ワカチクケンセツ 若築建設株式会社　東北支店 100000718

ワカミヤケンセツ 有限会社若宮建設 100000719
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ワキカワケンセツコウギョウショ 株式会社脇川建設工業所 100000720

ワタナベケンセツ 渡辺建設株式会社　弘前支店 100000721

ワデンコウギョウ 和電工業株式会社 100000722

ヴェルディキコウ 株式会社ヴェルディ機工 100000081


