
業者番号 商号 登録業種（取り扱う営業種目）

5037 株式会社アイヴィジット 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1562 株式会社アイヴィック 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5531 株式会社ＩＨＩ原動機 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5345 アイ・エム・サービス株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検

1613 アイ環境株式会社 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,財産等売払い－一般車両・自転車

5628 株式会社アイ・ケー・エス 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検調査・検査・測定－水質検査

1003 株式会社アイシーエス
文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借

－事務機器・ＯＡ機器

1872 アイシス株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・

点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2002 愛知時計電機株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1937 株式会社アイティーエヌ・ジェイワールド その他－日用雑貨

5265 株式会社アイティフォー
文具・事務機器類－ＯＡ機器,その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－人材派

遣,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5556 アイテック株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5003 株式会社アイネス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5190 アイネット株式会社 その他－その他

5596 株式会社アイネットサポート コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

1892 株式会社アイビーシー岩手放送 広告・出版・イベント－広告・宣伝

1511 株式会社アイ・ビー・シー・開発センター 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1827 株式会社アイビーシー・ソフトアルファ
文具・事務機器類－ＯＡ機器,その他－カメラ・写真,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出

版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－人材派遣,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2394 株式会社アイホー 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

2863 アイリスオーヤマ株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－その他

3077 株式会社アウトレジャー
繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－消防保安用

具類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－教材・楽器・運動用品,賃貸借－イベント用品類,賃貸借－その他

5440 葵工業株式会社 その他－広告・看板

2005 株式会社アオバサイエンス 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

2878 株式会社アオバ消毒 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

4151 株式会社青松
運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,財産等売払い－金属くず財産等売払い－立木,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等

売払い－古紙,財産等売払い－ペットボトル

2810 青森三菱電機機器販売株式会社
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

1004 青山産業株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

1006 株式会社赤澤紙業 文具・事務機器類－用紙,その他－日用雑貨

1008 有限会社赤トンボ 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5412 株式会社アーキジオ 調査・検査・測定－その他調査
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5830 秋田環境測定センター株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定

2774 昱機電株式会社

理化学機器・計測機器類－理化学機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管

理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

5602 有限会社アクア・エコライフ 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,消防防災・保安用具類－保安用具,その他－その他その他－その他

1600 アクア工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

5100 株式会社アクアテック 清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5406 アクアテック株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

1884 株式会社アクセル その他－食料品

1012 株式会社アクト・ディヴァイス
家具類－その他,電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－その他,賃貸借－その他

5725 株式会社アークネットワークサービス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5248 アクリ－グ株式会社 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5005 株式会社アケア 薬品類－化学・工業薬品

5973 株式会社浅東油店 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

2321 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定

5572 税理士法人あさひ会計 その他－その他

2455 株式会社朝日工業社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

2011 朝日航洋株式会社 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務その他－不動産鑑定業務

1740 旭ネオン有限会社 その他－広告・看板

5008 アサヒプリテック株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

2012 アジア航測株式会社

印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ

機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検

査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5147 アシスト株式会社 印刷・製本－一般印刷,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5932 株式会社アシストワンエナジー その他－その他

5195 株式会社明日葉 その他－その他

4177 有限会社芦名商会 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

1821 有限会社飛鳥重機 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

5568 株式会社アスコエパートナーズ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

2875 アースサポート株式会社 その他－その他

4141 株式会社アズ・シード

その他－広告・看板,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－厨房器具類,

賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－消防保安用具類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－教材・楽器・運動用品,賃貸借－イベント用品類,賃貸借

－その他

4118 アストモスリテイリング株式会社 燃料及び油脂製品類－ガス類

2446 アズビル株式会社 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2071 アズビル金門株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器

5931 株式会社アースワーク 清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃

5010 有限会社アセス 資材類－建設資材,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定

5920 株式会社アチカ
文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－

システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5352 アーティサン株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－電気・通信機器類
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1483 株式会社アド装拓 その他－広告・看板

4227 アネシス株式会社 消防防災・保安用具類－保安用具,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

5310 アビームコンサルティング株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

1561 株式会社アプト 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

1020 株式会社阿部印刷 印刷・製本－一般印刷

1023 株式会社阿部謄写堂 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本コンピュータ関連－データ入力業務

2490 株式会社アボック社 印刷・製本－一般印刷,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1025 アポロ石油株式会社
厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,車

両類－車両部品・用品

2013 アマノ株式会社 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5475 アマノマネジメントサービス株式会社 その他－その他,清掃・駆除等－建物清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1906
有限会社アームサービス・エンジニアリン

グ
電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器

2479 株式会社アームズ東日本 清掃・駆除等－下水道管渠清掃,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－その他調査

5340 荒川商事有限会社 財産等売払い－立木,財産等売払い－その他

5433 株式会社アリエージェンシー 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1015 アリス株式会社
車両類－自動車,資材類－建設資材,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,財産等売払い－金属くず,財産等売払い

－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－古紙,財産等売払い－ガラス瓶,財産等売払い－その他,賃貸借－一般車両・自転車

5521 アール・エー・ビー開発株式会社
家具類－室内装飾,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－カメラ・写真,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板,その他－その

他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5027 株式会社ＲＫＫＣＳ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5611 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－その他

1779 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社
医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－その他警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等

－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

4153 ＡＬＳＯＫ岩手管財株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

5551 株式会社アール・ピー・アイ 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5115 株式会社あんしんサポート 電気・通信機器類－放送・通信機器,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－その他賃貸借－電気・通信機器類

1028 安全電業株式会社
消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気

設備保守点検

5089 株式会社アンフィニ その他－その他

1029 有限会社飯岡木材店 資材類－建設資材

5162 株式会社イ・エス・エス その他－その他

5607 株式会社イーエムアイ 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾

2477 イオンディライト株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

1030 イカリ消毒盛岡株式会社 清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除

4172 株式会社イクスル 資材類－建設資材,その他－広告・看板

5177 イグニション・ポイント株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

1032 有限会社砂子澤林業 財産等売払い－立木

1033 有限会社いさごだ 繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品
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5504 石垣メンテナンス株式会社
薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1036 株式会社石名坂 資材類－建設資材

1537 有限会社イシマ 清掃・駆除等－建物清掃

2003 いすゞ自動車東北株式会社
産業機器類－工作機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等

売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

5383 いすゞリーシングサービス株式会社 賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械

1921 イーストライズ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

4221 いずみ清掃株式会社 清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）調査・検査・測定－その他調査

4220 株式会社泉山林業 財産等売払い－立木

2406 株式会社ヰセキ東北 薬品類－農業薬品,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他,資材類－造園資材

5946 市川甚商事株式会社 消防防災・保安用具類－防災用品,その他－選挙用品

2884 株式会社一測設計 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査

5983 一冨士フードサービス株式会社 その他－調理業務

1037 有限会社伊忠園 資材類－造園資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

1039 有限会社伊藤楽器店 学校教材・運動用品・楽器類－楽器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－楽器調律

2292 株式会社伊藤組
資材類－建設資材,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備

を含む）－除排雪,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,調査・検査・測定－漏水調査

5331 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

1911 井上楽器　井　上　雄　介 学校教材・運動用品・楽器類－楽器

5961
イノベーション・スクエア　関　根　健

夫
その他－人材派遣

5880 株式会社イビソク 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,賃貸借－その他

2876 株式会社イブキ産業 産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,賃貸借－産業機器類賃貸借－特殊車両・建設機械

5001 ＥＹ新日本有限責任監査法人 調査・検査・測定－調査・統計

2466 イワコー株式会社 産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5483 岩崎通信機株式会社 文具・事務機器類－事務機器,電気・通信機器類－放送・通信機器

4038 有限会社岩昭機工 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

4179 有限会社イワセ 消防防災・保安用具類－消防機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

1042 岩舘電気株式会社
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電

気設備保守点検

2874 イワタニセントラル東北株式会社 厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,産業機器類－空調機器,消防防災・保安用具類－消防機器

4216
岩手インフォメーション・テクノロジー株

式会社
コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

1619 株式会社岩手開発測量設計 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

1046 株式会社岩手科学社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊

維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉

用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機

器類－建設機器,産業機器類－空調機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽

器類－運動用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1898 岩手グリーンアスコン株式会社 資材類－建設資材

1873 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1854 岩手県印刷工業組合 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本
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1458 岩手県液化ガス事業協同組合
厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－ガス類,理化学機器・計測機器類－計測機器,消防防災・保安用具類－消防機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整

備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

1048 有限会社岩手県官報販売所 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－その他

1530 岩手建工株式会社 資材類－建設資材

1050
公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会
その他－その他

1760 社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協会 翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳

1939 協同組合岩手県資産評価システムセンター その他－不動産鑑定業務

1710 岩手県森林整備協同組合 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検財産等売払い－立木

1052 岩手県石油商業協同組合 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

1053 一般社団法人岩手県造園組合 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

1055 岩手県生コンクリート協同組合 資材類－建設資材

1056 岩手県ビル管理事業協同組合

清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生

害虫防除,警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を

含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査

1866 岩手県北自動車株式会社 運送・運搬・処理－バス運行

1057 一般社団法人岩手県薬剤師会 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－食品検査

4206 有限会社岩手小型機械

繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－その他,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機

器類－その他,消防防災・保安用具類－保安用具,車両類－オートバイ・自転車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,保守・点検・管

理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－その他,賃貸借－産業機器類,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－仮設建築物

1922 岩手沢井薬品株式会社 薬品類－医薬品

5019 岩手酸素株式会社

燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防

災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具清掃・駆除等－オイルタンク清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,賃

貸借－医療機器・福祉用具類

1059 有限会社岩手自動車電機
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－車両保守点検

1708 有限会社岩手浄化槽管理センター 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1062 岩手スバル自動車株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品

5622 岩手スポーツ用品販売株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

3005 岩手繊維株式会社 繊維類－被服,繊維類－寝具

5322 株式会社岩手総合商事 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両,その他－記念品・バッジ,その他－その他

1065 有限会社岩手総合電子 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,賃貸借－電気・通信機器類

1496 株式会社岩手測器社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－その他,資材類－建設資材,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,賃貸借－理化学

機器・計測機器,賃貸借－その他

1753 株式会社岩手ソフトウェアセンター その他－その他

2623 岩手ダイハツ販売株式会社 車両類－自動車

1067 岩手建物管理株式会社
その他－日用雑貨,清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・

点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査

4180
特定非営利活動法人いわて地域づくり支援

センター
その他－その他,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1068 有限会社岩手調理機 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検
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1900 岩手電工株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検保守・点検・管理（修理・

整備を含む）－通信設備保守点検

1831 特定非営利活動法人岩手点訳の会 翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳

1070 岩手道路開発株式会社 繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,消防防災・保安用具類－保安用具,資材類－建設資材,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1071 岩手トヨタ自動車株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品

1072 岩手トヨペット株式会社 車両類－自動車,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1420 株式会社岩手ナブコ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1073 岩手日化サービス株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1074 岩手日産自動車株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1778 株式会社岩手日報広告社 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1904 株式会社岩手日報社 印刷・製本－一般印刷,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営広告・出版・イベント－選挙

3008 岩手農蚕株式会社 薬品類－農業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他,資材類－建設資材,その他－その他その他－その他

1075 岩手ノーミ株式会社 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

1508 有限会社岩手ハツリ工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

1076 有限会社岩手ひかりのくに 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器

1077 岩手美装株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

1079 岩手日野自動車株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1080 有限会社岩手不二ボイラーサービス 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1084 岩手マツダ販売株式会社 車両類－自動車

1850 岩手三菱自動車販売株式会社 車両類－自動車,車両類－車両部品・用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

4004 岩手三菱ふそう自動車販売株式会社 車両類－自動車

3054 岩手三八五流通株式会社 資材類－建設資材,運送・運搬・処理－引越業

1848 株式会社岩手めんこいテレビ 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙

1861 岩手ヤクルト販売株式会社 その他－食料品

1913 株式会社岩手ユニフォーム 繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－衛生材料

1790 岩手洋服販売株式会社 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品

1789 株式会社岩電 電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,その他－その他

1097 株式会社岩野商会
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車

両類－特殊車両保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

1788 株式会社イワリン 財産等売払い－立木

5948 株式会社インソース コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝その他－その他

5231 株式会社インターネットイニシアティブ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

1860 株式会社インタラック北日本 その他－人材派遣,その他－その他

5362 株式会社インフォマティクス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1823 株式会社いんべクリーニング その他－クリーニング

1584 株式会社いんべリネンサプライ その他－その他,その他－クリーニング,賃貸借－繊維類

5578 株式会社ウィズウェイストジャパン 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

5163 株式会社ウィルエージェンシー その他－人材派遣,その他－その他

5452 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発調査・検査・測定－漏水調査,その他－

その他

5024 株式会社ウェザーニューズ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,その他－その他,その他－その他

1099 株式会社ウエダ 家具類－室内装飾,繊維類－寝具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類
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1100 株式会社上の島 資材類－造園資材,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

5955 株式会社ウェルクル
文具・事務機器類－ＯＡ機器,医療・福祉機器類－医療用機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調

査,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－教材・楽器・運動用品

1101 ウエルテック株式会社

繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,燃料及び油脂製品類－ガス類,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－医薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類

－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－日用雑貨保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

2192 株式会社ウォーターエージェンシー
厨房器具類－厨房機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5599 株式会社ウォーターテック その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

5875 内田工業株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1102 株式会社浦田燃料 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器

4191 エア・ウォーター東日本株式会社
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,その他－その他,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－その他

5679 エア・ウォーター防災株式会社
医療・福祉機器類－医療用機器,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設

備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

4192 株式会社エアーテクニカルサービス 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5391 株式会社エイジェック 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計その他－人材派遣

1105 永代印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

2754 株式会社エイチ・アイ・エス 運送・運搬・処理－旅行業

5070 Ｈ．Ｐ．Ａ．株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－ＯＡ機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コン

ピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5952 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス 電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2834 株式会社エイテック
印刷・製本－地図調製,文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－理化学機器コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,調

査・検査・測定－その他調査

2154 永薬品商事株式会社

理化学機器・計測機器類－理化学機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,消防防災・保安用具類－消防機器,その他－その他清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,

清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下

水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・

測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測定

1069 エクナ株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－選挙用品保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・Ｏ

Ａ機器,賃貸借－その他

5469 株式会社エコシティサービス その他－人材派遣,その他－その他

5579 株式会社エージェント 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検

5966 株式会社エスアールエル 医療・福祉機器類－衛生材料,調査・検査・測定－臨床検査

4223 エスケー産業株式会社 資材類－建設資材

5134 株式会社ＳＪＣ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2357 エスティイー株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,電気・通信機器類－家庭用電気

機器,その他－日用雑貨保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1920 株式会社エスピー 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5386 ＳＢテクノロジー株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,

賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5224 株式会社ＳＰフォーラム 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他
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5369 株式会社エックス都市研究所 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2025 江渡商事株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

5144 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－調査・統計,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,

賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

5615 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2182 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5896 ＮＥＣネットイノベーション株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2369 ＮＥＣフィールディング株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,その他－日

用雑貨保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5941 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

2026 エヌエス環境株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－食品検査,調査・検査・測定－調査・統計

5987 株式会社エヌエスシー 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務

2852 株式会社Ｎ・ＳＡＳ 警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

2494 株式会社ＮＪＳ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－化学物質測定調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5217 ＮＴＴタウンページ株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－その他

5593 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－厨房器具類賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸

借－仮設建築物,賃貸借－教材・楽器・運動用品,賃貸借－その他

5334 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ

関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－その他

5395 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5429 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5062 株式会社ＮＴＴドコモ 電気・通信機器類－放送・通信機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2342 株式会社ＮＴＴネクシア 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－人材派遣,その他－その他

2738 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5979 株式会社ＮＴＴファシリティーズ その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1527 株式会社エヌプロ その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5613 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5282 株式会社エネット 燃料及び油脂製品類－その他

2034 荏原実業株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

2735 株式会社荏原製作所 産業機器類－その他,車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

5496 荏原冷熱システム株式会社 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－空調機器,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5564 株式会社エフエスユニマネジメント 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,その他－その他その他－その他

2890 エフビットコミュニケーションズ株式会社 燃料及び油脂製品類－その他

2293 株式会社エム・イー・サイエンス 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料賃貸借－医療機器・福祉用具類

4226 エム・エス・ケー農業機械株式会社 産業機器類－農業機器

1867 株式会社Ｍ・Ｋ・Ｇ 警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

4123 株式会社エムシー 産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－保安用具,資材類－建設資材,その他－日用雑貨

5806 株式会社エムジェイ 繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－視聴覚機器広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－家具類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イベント用品類

5332 株式会社Ｍ’ｓジャパン 調査・検査・測定－漏水調査
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5239 株式会社エムティーアイ コンピュータ関連－システム・ソフト開発

1648 株式会社ＭＤＳ 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙

5971 株式会社ＬＳＩメディエンス 調査・検査・測定－臨床検査

4225 株式会社エルテス コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2851
エレベーターコミュニケーションズ株式会

社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1103 エーワメデック株式会社 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－常駐警備,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

4219 株式会社遠忠 資材類－建設資材

2891 遠忠石油株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－その他,車両類－車両部品・用品

2538 株式会社オイラー
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5902 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

1663 桜心警備保障株式会社 警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,調査・検査・測定－その他調査

5918 株式会社大塚商会

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－スチール家具,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信

機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ

機器

2040 株式会社オオバ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－土壌検査・測定

1117 有限会社大橋電機 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5938 株式会社大原鉄工所 車両類－特殊車両

2866 ＯＫＩクロステック株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5356 沖電気工業株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ

関連－システム・ソフト開発

1555 オーシーエス岩手株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器

2473 株式会社小田島アクティ 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,その他－食料品

5013 小田島商事株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,薬品類－動物用薬品,資材類－建設資材

1587 有限会社オートボデー湯沢 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1578 株式会社小原商店 資材類－建設資材

5567 有限会社オフィス樋渡 運送・運搬・処理－広報紙・文書集配

4175 株式会社Ｏプロモーション 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5073 株式会社オープンループパートナーズ 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－イベント企画・運営その他－人材派遣,その他－その他

1120 オヤマダエンジニアリング株式会社
厨房器具類－厨房機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－空調機器,資材類－建設資材保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

1121 有限会社小山田自動車 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

2660 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調

査,その他－その他

2310 オリジナル設計株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5303 オリファサービス債権回収株式会社 その他－その他

2076 オリンパスマーケティング株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器

1835 株式会社オリンピア企画 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1123 有限会社開運興業
運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,財産等売払い－金属くず,財産等売払

い－非鉄金属くず,財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－古紙,財産等売払い－ペットボトル,財産等売払い－ガラス瓶,財産等売払い－その他

5031 株式会社会議録研究所
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,翻訳・通訳・速記－会

議録作成,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－その他
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2530 株式会社会議録センター
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器コンピュータ関連－システム・ソフ

ト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,翻訳・通訳・速記－会議録作成,その他－その他

5103 株式会社カイテック 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1815 有限会社柿澤電器 電気・通信機器類－家庭用電気機器

2583 株式会社角登商店 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,車両類－車両部品・用品

2356 鹿島建物総合管理株式会社

清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整

備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その

他施設保守点検

2757 株式会社柏木実業
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,その他－日用雑貨賃貸借－医療機器・福

祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－その他

5471
株式会社カスタマーリレーションテレマー

ケティング
その他－その他

5464 株式会社加速器分析研究所 調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5208 株式会社価値総合研究所 調査・検査・測定－調査・統計

4214 株式会社かつらぎ 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃

5484 株式会社カナデン 電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器

1128 河北印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳

5196 鎌長製衡株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

4126 有限会社上中屋敷重機 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

2048 カメイ株式会社
厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,消防防災・保安用具類－消防

機器,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材

1524 有限会社カメラのキクヤ その他－カメラ・写真

5365 ガラスリソーシング株式会社 資材類－建設資材,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－ペットボトル

2050 株式会社河合楽器製作所 学校教材・運動用品・楽器類－楽器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－楽器調律

1131 株式会社川市 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5304 株式会社川合ネームプレート製作所 その他－広告・看板,その他－その他

1133 川口印刷工業株式会社
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－製本,医療・福祉機器類－衛生材料,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－広告・看板コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベン

ト－広告・宣伝,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳

5912 川崎重工業株式会社 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

2051 川嶋印刷株式会社
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－製本,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント

－広告・宣伝,その他－その他

5573 川重環境エンジニアリング株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

1134 カワデ教材販売株式会社 家具類－木製家具,繊維類－被服,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,その他－その他

1135 株式会社川徳
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－衛生材料,その他－日用雑貨,その他

－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－食料品,その他－その他

1748 有限会社カワハラ事務機

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,消防防

災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事

務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－電気・通信機器類

1936 有限会社川又林業 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,財産等売払い－立木

5555 株式会社カンエイメンテナンス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

3071 株式会社かんきょう
文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,厨房器具類－厨房機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭

用電気機器
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4173 株式会社環境アシスト 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,その他－その他

5072 株式会社環境管理センター 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－その他調査

5571 株式会社環境技術研究所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

2737 環境計測株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－放送・通信機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,コ

ンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－大気・環境検査,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－電気・通信機器類

5827 株式会社環境工学 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定

5305 株式会社環境産業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1264 株式会社環境整備 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

5769 環境保全株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定

5967 株式会社環境保全サービス 薬品類－化学・工業薬品

5535 管清工業株式会社 清掃・駆除等－下水道管渠清掃,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－その他調査

5458 株式会社管総研 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5945 関東港業株式会社 薬品類－農業薬品,その他－その他,その他－その他

5102 関東文化財振興会株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2730 株式会社菊池技研コンサルタント 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5996 株式会社菊地建設 家具類－スチール家具,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

4078 株式会社菊池工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

2055 株式会社キクテック 資材類－建設資材,その他－広告・看板,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5815 株式会社ぎじろくセンター
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,翻訳・通訳・速記－会議録作

成,賃貸借－電気・通信機器類

1676 北岩手環境保全　竹　田　栄　悦 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1138 北岩手菱農株式会社 産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他,車両類－車両部品・用品

5278 北奥羽広域水道総合サービス株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－その他調査,その他－その他,賃貸借－理化学機

器・計測機器

2056 北上ビルメン株式会社 清掃・駆除等－建物清掃,警備・受付等－機械警備,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1917 きたぎんリース・システム株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類賃貸借－厨房器具類,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－消防保安

用具類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－教材・楽器・運動用品,賃貸借－イベント用品類,賃貸借－清掃用具類,賃貸借－その他

2057 北沢産業株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

1889 北田実商店　北　田　和　行 薬品類－農業薬品

1919 株式会社北東北交流センター
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通

整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内

1744 株式会社北日本朝日航洋 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5803 株式会社北日本ウエスターン商事 清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－その他調査

2326 株式会社北日本環境保全
清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物

（処理）,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず

2700 北日本計装株式会社

理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空

調機器,産業機器類－その他,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信

設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1145 北日本計量器株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1146 北日本建機工業株式会社 車両類－特殊車両

5333 北日本コンピューターサービス株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1667 有限会社北日本自動車工業 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検
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2058 北日本石油株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－その他,車両類－車両部品・用品

1945 有限会社北日本総合設備サービス
厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房

設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1147 北日本測機株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

1148 北日本通信株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－その他,その他－カメラ・写真,その

他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,賃貸借－事務機

器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－その他

4178 北日本メディカル株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

2060 株式会社北日本リースキン その他－クリーニング,賃貸借－清掃用具類

1149 株式会社木津屋本店

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,厨房器具類－厨

房機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電

気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その

他－記念品・バッジ保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家

具・寝具類,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5394 株式会社木下抗菌サービス
医療・福祉機器類－衛生材料,車両類－車両部品・用品,その他－その他清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設

備保守点検,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

5530 キハラ株式会社 文具・事務機器類－文具・事務用品,家具類－木製家具,家具類－スチール家具コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2136 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

5724 キヤノンメディカルファイナンス株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－事

務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

2795 キャリアバンク株式会社
警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,運送・運搬・処理－広報紙・文書集配調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広

告・出版・イベント－イベント企画・運営,翻訳・通訳・速記－会議録作成,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－人材派遣,その他－その他

5153 キャリアリンク株式会社 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－人材派遣

5544 株式会社キャンサースキャン その他－その他

1818 有限会社キョウエイ自販 消防防災・保安用具類－消防機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

1152 協栄テックス株式会社

消防防災・保安用具類－消防機器,その他－日用雑貨,清掃・駆除等－建物清掃清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理

（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を

含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－クリーニング

5984 株式会社ぎょうせい

印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システ

ム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,翻訳・通訳・速記－会議録作成,その他－人材派遣,その他－その他,賃貸借－事

務機器・ＯＡ機器

5937 株式会社行政マネジメント研究所 その他－その他

1153 協積産業株式会社 資材類－建設資材,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,その他－広告・看板警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5524 株式会社協働管財 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－その他

1155 共立医科器械株式会社

繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛

生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－動物用薬品,資材類－動物・飼料保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医

療・福祉機器保守点検,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5562 共和化工株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

2830 株式会社協和コンサルタンツ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2068 キョウワセキュリオン株式会社 警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内

2069 キョウワプロテック株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,その他－調理業務
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5935 共和メンテナンス株式会社 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5608 極東開発工業株式会社 産業機器類－その他,車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5630 極東サービス株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

3065 キングラントウホク株式会社
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,厨房器具類－厨房用品,医療・福祉機器類－福祉用機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,その他－日用雑貨保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

家具・寝具類,その他－クリーニング,賃貸借－繊維類,賃貸借－電気・通信機器類

2805 株式会社近宣 その他－広告・看板,その他－その他,広告・出版・イベント－広告・宣伝

1157 有限会社金田一商店 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

2564 空調企業株式会社 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

5079 久慈地域エネルギー株式会社 燃料及び油脂製品類－その他

4205 有限会社工藤衣料 繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,産業機器類－工作機器,消防防災・保安用具類－保安用具,その他－記念品・バッジ

2899 株式会社工藤材木店 資材類－建設資材

5047 株式会社クボタ 産業機器類－その他,資材類－建設資材

5048 クボタ環境サービス株式会社 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5638 株式会社クボタ計装 理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1161 株式会社熊谷印刷 印刷・製本－一般印刷

1162 株式会社熊谷砂利店 資材類－建設資材,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

1914 熊谷造園　熊　谷　武　光 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

2072 株式会社クマヒラ 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,その他－その他

2535 クマリフト株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5956 株式会社グラファー その他－その他

5861 株式会社クリタス
理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5958 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

5045 株式会社グリーンエコ コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5575 株式会社グリーンかんきょうネット 文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,財産等売払い－その他

5588 クリーンセンター花泉有限会社 資材類－建設資材,清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃清掃・駆除等－側溝排水路清掃,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

1164 株式会社クリーントピアいわて その他－クリーニング

5298 グリーンブルー株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器

1891 株式会社グリーンロード岩手 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

2827 株式会社クロスリード 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務その他－人材派遣

4199 株式会社クロスリンクシステムズ その他－カメラ・写真,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務

5570 株式会社クロダリサイクル 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず

5915 株式会社グローバルキャスト コンピュータ関連－システム・ソフト開発,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳

5917 株式会社グローバルステージ
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受

付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

2578 グローリー株式会社 文具・事務機器類－事務機器,その他－選挙用品,その他－その他

1165 株式会社ケア・テック

文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用

機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器

保守点検,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5130 ＫＳＳ株式会社 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検
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1903 ケイカクラボ株式会社 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5617 一般財団法人経済調査会 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

1930 株式会社ケイ・サービス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

2744 ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器

4215 株式会社ケーエス 薬品類－農業薬品,資材類－造園資材,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

5178 株式会社ケー・シー・エス コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計

5122 建設ＮＲＴ株式会社 調査・検査・測定－その他調査

2843 株式会社建設技術研究所

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調

査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運

営,その他－その他

5436 一般財団法人建設物価調査会 調査・検査・測定－調査・統計

5442 株式会社元創 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－人材派遣その他－その他

5947 株式会社現代けんこう出版 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営その他－その他

5034 一般財団法人建築行政情報センター コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5485 株式会社コアジャパン その他－その他

2077 小岩井農牧株式会社 資材類－建設資材,資材類－造園資材,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1918 有限会社小岩井盛岡中央宅配 その他－食料品

5512 公共地研株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

1168 有限会社光研社 その他－カメラ・写真,その他－その他

5243 株式会社合人社計画研究所
文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1834 株式会社倖星舎 その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営広告・出版・イベント－選挙

3052 株式会社江東微生物研究所 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－食品検査,調査・検査・測定－臨床検査,調査・検査・測定－その他調査

5498 鴻池メディカル株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,その他－その他,その他－その他

1170 株式会社興版社 印刷・製本－一般印刷

5795 神戸綜合速記株式会社 印刷・製本－一般印刷,電気・通信機器類－視聴覚機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発翻訳・通訳・速記－会議録作成

1704 こうま運送有限会社 運送・運搬・処理－広報紙・文書集配,運送・運搬・処理－給食運搬

1695 有限会社好摩水道工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1678 有限会社好摩石油商会 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

1679 有限会社光明園 資材類－造園資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

2879 興和株式会社 繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－衛生材料

2814 小川タクシー株式会社 運送・運搬・処理－給食運搬,運送・運搬・処理－バス運行

2078 国際航業株式会社
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,文具・事務機器類－ＯＡ機器,燃料及び油脂製品類－その他,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検

査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－その他

5791 国際文化財株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5199 国土情報開発株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力

業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2462 互光商事株式会社

繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－工作機器,産業

機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両,資材類－建設資材,その他－カ

メラ・写真,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備

を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

1172 ござ九　森九商店　森　理彦 その他－日用雑貨
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1556 株式会社コスモ通信システム
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保

守点検,調査・検査・測定－その他調査,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類

1878 株式会社コスモピーアール 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5054 株式会社コスモリサーチ 調査・検査・測定－漏水調査

2870 コセキ株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信

機器類－視聴覚機器,産業機器類－空調機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・

管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

5279 株式会社五藤光学研究所 理化学機器・計測機器類－理化学機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

2441 株式会社後藤歯科商店 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

5574 株式会社コトブキ 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5419 コトブキシーティング株式会社 家具類－その他

5112 コニカミノルタ株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－その他調査,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳その他－その他

5694 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 産業機器類－その他,その他－その他

2081 小林クリエイト株式会社 印刷・製本－一般印刷,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙コンピュータ関連－データ入力業務

5056 株式会社小林舞台システム 家具類－室内装飾,家具類－その他,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1685 有限会社駒井商店 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

3014 コマツ岩手株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,賃貸借－特殊車両・建設機械

4130 コマツカスタマーサポート株式会社 車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1478 有限会社コマツクリーンサービス 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃

1174 有限会社小松茂印刷所 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－用紙

1175 小松総合印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷

1894 株式会社コミュニケーションズ・コ・ア コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営その他－その他

5055 株式会社小彌太 繊維類－その他,その他－記念品・バッジ,その他－選挙用品,その他－広告・看板,その他－その他

2758 株式会社小山商会 繊維類－被服,繊維類－寝具,その他－クリーニング賃貸借－繊維類

2901 コーユーレンティア株式会社 広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イベント用品類

1176 株式会社五六堂印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－広告・看板

1694 有限会社小綿組 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

5614 サイタ工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1179 株式会社齊藤興業 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,財産等売払い－特殊車両・建設機械

1181 株式会社斎寅商店 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他

5994 株式会社サイネックス 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,運送・運搬・処理－広報紙・文書集配,広告・出版・イベント－広告・宣伝,その他－その他

1182 有限会社再販 財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－その他

5925 株式会社サイボウ
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,医療・福祉機器類－衛生材料,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2616 株式会社サカイ引越センター 運送・運搬・処理－引越業

5929 株式会社佐賀電算センター 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2383 佐川急便株式会社 運送・運搬・処理－広報紙・文書集配,運送・運搬・処理－引越業

1184 株式会社サガワ・サイエンス 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

5924 桜井株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2082 ササキ株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品
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1186 有限会社佐々木教材社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福

祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機

器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽

器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品類保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2341 佐々木建設株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

1188 佐々木スポーツ　佐々木　發郎 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

1189 株式会社佐々木電機本店
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

1755 有限会社佐々木ボデー 消防防災・保安用具類－消防機器,車両類－特殊車両

4202 有限会社佐々幸商店 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－用紙,厨房器具類－厨房用品,その他－日用雑貨,その他－選挙用品,その他－その他

1191 株式会社佐々長商店

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療

用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機

器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－

遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板,その他－その他

1192 有限会社佐々常商店 厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

4222 株式会社サステナ 電気・通信機器類－放送・通信機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

1599 有限会社サテラ 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

1195 有限会社佐藤クリーニング その他－クリーニング

4101 有限会社佐藤建興 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

1924 株式会社佐藤興産 産業機器類－その他,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

1864 佐藤税理士法人 その他－その他

5814 佐藤築炉工業株式会社 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1196 佐藤電機工業株式会社 産業機器類－その他,車両類－車両部品・用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1197 株式会社佐藤英夫商店 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,財産等売払い－金属くず財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－古紙

5989 株式会社サーベイリサーチセンター コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

1199 有限会社沢口砂利店 資材類－建設資材

2593 有限会社澤里教材

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,厨房器具類－厨

房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－化

学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防

防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他

－カメラ・写真,その他－記念品・バッジ

1200 株式会社さわや書店 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書

1201 株式会社三櫻
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5586 株式会社三輝 その他－その他

1203 サンキ工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1204 三機商事株式会社
厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他清掃・駆除等－建物清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検
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2841 株式会社三協技術 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査,その他－人材派遣,その他－その他

1205 有限会社三協ボイラー商会 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－空調機器,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1933 株式会社三協メディケア
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,繊維類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写

真

1814 株式会社サンクスジャパン 厨房器具類－厨房用品,賃貸借－清掃用具類

5708 株式会社サンケン・エンジニアリング 家具類－室内装飾,家具類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1782 有限会社三興機装 厨房器具類－厨房機器,消防防災・保安用具類－消防機器,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5589 三晃工業株式会社 家具類－室内装飾,家具類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5148 株式会社サン・コンピュータ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

1767 株式会社サン寿広 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5783 株式会社サンスイ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,調査・検査・測定－漏水調査

2529 株式会社三水コンサルタント コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－漏水調査

5191 三精工事サービス株式会社 家具類－室内装飾,家具類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1208 三盛石油株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,車両類－車両部品・用品

5517 三精テクノロジーズ株式会社 家具類－室内装飾,家具類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2750 株式会社サンデー

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－室内装飾,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－

その他,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機

器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,車両類－オートバイ・自転車,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材,資材類－造園資材,その他－日用雑貨,その他－時計・貴金属

1907 サンフォワード合同会社 財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

2085 有限会社サンブリッチ東北 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5885 株式会社三豊 その他－その他

1209 株式会社サンメディカル
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機

器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器

1716 有限会社三陽自動車工業 車両類－車両部品・用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

5358 山陽マーク株式会社 印刷・製本－一般印刷,その他－広告・看板,その他－その他

2086 有限会社サンヨー研究所 清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－水質検査

5409 株式会社サンリーク 調査・検査・測定－漏水調査

1896 三陸土建株式会社
清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－除排雪

5417 株式会社サンリッジ 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2498 三和シヤッター工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1212 有限会社三和石油 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

4064 有限会社三和物産
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

5064 三和薬肥株式会社 薬品類－化学・工業薬品,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除調査・検査・測定－大気・環境検査

2090 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

5294 株式会社ジーウェイブ コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2722 株式会社ジェイアール東日本企画 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1534 ＪＲ盛岡鉄道サービス株式会社 清掃・駆除等－建物清掃

2889 ＪＡ三井リース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－産業機器類賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械

5693 株式会社ジェイエスキューブ
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コ

ンピュータ関連－データ入力業務

5756 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発
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5982 ＪＦＥ環境サービス株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5380 ＪＦＥ条鋼株式会社 運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）

2860 株式会社ＪＴＢ
警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,運送・運搬・処理－バス運行運送・運搬・処理－旅行業,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調

査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－その他

5995
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業シス

テム

電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電

気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5926 ジェイフィルム株式会社 その他－日用雑貨

5132 株式会社ジェー・シー・アイ 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料賃貸借－医療機器・福祉用具類

1812 ＣＳＩ株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－医療・福祉機器保守点検

5168 株式会社ジーエスエフ その他－調理業務

5143 株式会社ＪＥＣＣ その他－その他,財産等売払い－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器賃貸借－医療機器・福祉用具類

5066 ジーエムいちはら工業株式会社 車両類－特殊車両

5478 株式会社ＪＥＭＳ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5913 株式会社ジオプラン・ナムテック 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2745 株式会社シグマソリューションズ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,医療・福祉機器類－医療用機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

1544 株式会社システムエイド
文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－シス

テム・ソフト開発,その他－その他

5940 株式会社システム環境研究所 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

5441 株式会社システムディ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

2018 株式会社システムベース
文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コ

ンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2497
シダックス大新東ヒューマンサービス株式

会社
警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,その他－調理業務その他－その他

5922 シチズンＴＩＣ株式会社 その他－時計・貴金属,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5999 株式会社ジチタイアド コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5637 實商株式会社 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5242 株式会社ＣＴＩウイング コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査

2802 株式会社シーティーエス 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真

5175 株式会社シナジー 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器賃貸借－その他

5180 シナネン株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5413 信濃化学工業株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

5710 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

5229 株式会社島田組 調査・検査・測定－その他調査

5355 株式会社島津製作所 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器

5116 株式会社シミズオクト 警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5719 株式会社清水合金製作所 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

1219 株式会社事務機商事
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5131 株式会社四門 調査・検査・測定－その他調査

5253 株式会社社会保険出版社 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－その他,その他－その他

5058
株式会社ジャパンインターナショナル総合

研究所

印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－製本コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広

告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他
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5022
ジャパンエレベーターサービス城西株式会

社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1942 ＣＵ合同会社 清掃・駆除等－建物清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1220 株式会社寿広

産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－日用雑貨清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水

貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－機械警備,警備・受付等

－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－清掃用具類,賃貸借－その他

1221 有限会社シュハマ電気 電気・通信機器類－家庭用電気機器

5731 株式会社ジョイトーク その他－人材派遣,その他－その他

1222 松栄商事株式会社
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安

用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

2584 昇寿チャート株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－製本コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5329 株式会社上智 印刷・製本－地図調製,文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5211 株式会社昭文社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

1759 株式会社昭林 財産等売払い－立木

2426 昭和株式会社
印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定

－その他調査

1224 有限会社昭和自動車工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

3055 株式会社昭和土木設計 コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2420 ジョンソンコントロールズ株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5361 白川舞台機構株式会社 家具類－室内装飾,家具類－その他,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1226 株式会社白ゆり 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

1227 有限会社ジロー印刷企画 印刷・製本－一般印刷

4012 有限会社紫波印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本

4213 紫波グリーンエネルギー株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5463 株式会社ジーン コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝

2829 株式会社しんあい 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

2632 新岩手農業協同組合 薬品類－農業薬品

1803 株式会社シンエイシステム 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5420 株式会社シン技術コンサル 調査・検査・測定－その他調査

5751 株式会社シンク 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5075 シンク・エンジニアリング株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5040
株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナ

ンス
文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発賃貸借－その他

1690 新工住建株式会社 資材類－建設資材,運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

1229 新興電気株式会社 電気・通信機器類－家庭用電気機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

4188 信幸プロテック株式会社 厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

5151 シンセア環境サービス株式会社 その他－日用雑貨,清掃・駆除等－建物清掃

1230 有限会社新日本通信工業 電気・通信機器類－放送・通信機器

5096 シンフォニアエンジニアリング株式会社 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2622 新明和工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検
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5101 新菱工業株式会社 薬品類－化学・工業薬品

4165 有限会社新和自動車整備工場 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,賃貸借－一般車両・自転車

1947 株式会社水機商事 資材類－建設資材,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

2666 株式会社水機テクノス
理化学機器・計測機器類－理化学機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点

検

1749 株式会社水研舎 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

5745 株式会社水質研究所 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

2667 水道機工株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5554 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検賃貸借－産業機器類

5002 株式会社数理計画 調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

1232 スズエ印房　鈴　江　慶　策 文具・事務機器類－文具・事務用品

1615 有限会社鈴木自動車工業 車両類－車両部品・用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1236 有限会社鈴木商会 厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,電気・通信機器類－家庭用電気機器

2900 鈴木農機株式会社 産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器

5110 スズテック株式会社 資材類－建設資材

5200 株式会社スタジオ三十三 家具類－室内装飾,家具類－その他,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－その他広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

5407 株式会社スペース その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検

1843 株式会社スポーツブレイン 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板

5426 株式会社スマートバリュー コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2526 住友建機販売株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

5900 株式会社スリーエス 警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）警備・受付等－受付・展示物案内

5249 株式会社静環検査センター 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－食品検査,調査・検査・測定－臨床検査

2101 株式会社青工 産業機器類－建設機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両,資材類－建設資材,学校教材・運動用品・楽器類－遊具

5080 セイコータイムクリエーション株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－時計・貴金属,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

1535 株式会社せいなん 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,清掃・駆除等－建物清掃清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,賃貸借－清掃用具類

5643 株式会社青南ＲＥＲ 運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

4128 株式会社青南商事
運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,財産等売払い－金属くず財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機

械,財産等売払い－古紙,財産等売払い－ペットボトル

1928
特定非営利活動法人成年後見センターもり

おか
その他－その他

1931 瀬川電気株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2443 株式会社セキュリティソリューション 文具・事務機器類－用紙,その他－その他

1239 有限会社セーコー印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本広告・出版・イベント－広告・宣伝

2103 セコム株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－防災

用品警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

2861 株式会社セシオ 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1504 有限会社瀬田燃料店
厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,電気・通信機器類－家庭用電気機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

2888 ゼビオ株式会社 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板

5256 株式会社セレスポ 広告・出版・イベント－イベント企画・運営
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2904
ゼロフェニックスコンサルティングジャパ

ン株式会社
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料その他－その他

1242 泉金物産株式会社 厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

4194 株式会社仙台銘板
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,理化学機器・計測機器類－計測機器,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,資材類

－建設資材,資材類－造園資材,その他－カメラ・写真,その他－記念品・バッジ,その他－選挙用品,その他－広告・看板,その他－その他

5831 仙台湾燻蒸株式会社 その他－その他

5462 株式会社宣通 その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝

2108 株式会社ゼンリン
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査,広告・出

版・イベント－広告・宣伝

1509 株式会社総合企画新和 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

1717 株式会社総合広告社 広告・出版・イベント－広告・宣伝

1507 有限会社総合防災 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

5618 総合メディカル株式会社 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

1944 創成商事株式会社 家具類－スチール家具,資材類－建設資材,その他－広告・看板,その他－その他

5015 株式会社創和 その他－その他,その他－その他

5067 ソシオフードサービス株式会社 その他－調理業務

5297 ソーシャルアドバンス株式会社 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5526 株式会社ソフトウェア・サービス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

4210 有限会社ソフトハウスタカハシ
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類

－視聴覚機器,その他－カメラ・写真,その他－その他

2793 ソフトバンク株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コン

ピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－その他

1243 ソーマ通信防災有限会社 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

5167 株式会社ソラスト その他－人材派遣

2894 ソリマチ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

4015 第一ビジネス・フォーム株式会社 印刷・製本－一般印刷

1244 第一印刷有限会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

1784 有限会社第一エンジニヤリング工業 清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

1246 第一開明株式会社
燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医

薬品,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－その他,資材類－建設資材,その他－その他

2674 第一環境株式会社
理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調

査・検査・測定－漏水調査,その他－その他

1247 株式会社第一環境保全 清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－浄化槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,その他－その他

1248 第一商事株式会社

医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－公園・道

路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－空調設備保守点検,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,調査・検査・測定－大気・環境検査,その他－人材派遣,賃貸借－医療機器・福

祉用具類

2111 第一物産株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－その他,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,資材類－建設資材

5086 第一法規株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,その他－その他

4124 株式会社大永 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1250 有限会社タイガースポーツ 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－記念品・バッジ

4076 大協企業株式会社 薬品類－化学・工業薬品

2611 ダイコー株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

21



1934 有限会社大弘産業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

4106 有限会社大茂建設 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

2496 大新東株式会社 運送・運搬・処理－バス運行,その他－その他

5337 大成機工株式会社 資材類－建設資材

1734 株式会社大盛警備保障 警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）賃貸借－医療機器・福祉用具類

1252 株式会社大東環境科学 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定

1253 株式会社ダイトク 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

2746 大日本コンサルタント株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

2114 株式会社太平エンジニアリング 厨房器具類－厨房機器,産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1254 太平工業株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－その他,その他－カメラ・写

真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2365 太平ビルサービス株式会社

産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－日用雑貨清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除

等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－そ

の他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,その他－その他

5977 太平洋セメント株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

5017 太洋エンジニアリング株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

3049 太陽産業株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器

5057 大和化成株式会社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮

革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬

品類－医薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動

用品・楽器類－楽器,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－食料品,その他－その他

5520 大和産業株式会社 その他－その他,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－仮設建築物賃貸借－イベント用品類

2278 大和リース株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－医療機器・福祉用具類賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－

その他

5030 タカオ株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

5174 タカギ産業株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

2329 高砂熱学工業株式会社 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5560 高千穂商事株式会社 印刷・製本－一般印刷

1693 有限会社高橋設備工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1260 有限会社高橋電器サービス 電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1263 株式会社髙宮商店 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

1265 有限会社高祐 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車財産等売払い－特殊車両・建設機械

4142 株式会社高良 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－古紙財産等売払い－ペットボトル

1266 滝村企業株式会社 印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,コンピュータ関連－データ入力業務

2838 株式会社タクト・マシン・サービス 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検

1268 株式会社田澤洋紙店 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－用紙,医療・福祉機器類－衛生材料,その他－日用雑貨

1596 株式会社ダスキン盛岡
繊維類－被服,医療・福祉機器類－福祉用機器,その他－日用雑貨広告・出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙,賃貸借－家具類,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器

類,賃貸借－イベント用品類,賃貸借－清掃用具類

5125 株式会社多田木工製作所 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他

1641 株式会社タックエンジニアリング 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計その他－その他

1714 有限会社田中技研 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1270 株式会社田中工業所 資材類－建設資材
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2122 タニコー株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

2123 株式会社谷沢製作所 電気・通信機器類－放送・通信機器,消防防災・保安用具類－保安用具

5083 株式会社谷澤総合鑑定所 その他－不動産鑑定業務

2669 玉野総合コンサルタント株式会社
印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・

検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－不動産鑑定業務,その他－その他

1733 有限会社玉山清掃衛生センター 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）

1673 玉山石油商会　沼　田　節　子 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5581 株式会社タムラ その他－その他,その他－その他

4018 タムラスポーツ　田　村　行　雄 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

1274 有限会社田山自動車整備工場 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

5867 ＤＡＬＩ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,その他－その他

5092 株式会社丹青社
家具類－その他,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－その他

調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5065 株式会社地域環境計画 文具・事務機器類－ＯＡ機器,その他－カメラ・写真,その他－その他調査・検査・測定－その他調査

4197 合同会社地域計画 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5561 株式会社知識経営研究所 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5465 地中エンジニアリング株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

2808 中央開発株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－調査・統計

2892 中央コンサルタンツ株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

3019 中外機工株式会社 産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,車両類－自動車,車両類－特殊車両,資材類－建設資材

5094 中外テクノス株式会社
コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測

定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2859 株式会社長大 資材類－建設資材,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－大気・環境検査,その他－その他

5095 株式会社千代田テクノル 調査・検査・測定－その他調査

2299 通研電気工業株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器

5111 株式会社通電技術
電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コ

ンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

1282 司商事株式会社 資材類－建設資材

5423 ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

5518 ＴＳＰ太陽株式会社
繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,資材類－建設資材,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙,その他－その他,賃貸借－

事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－繊維類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イベント用品類

5042 株式会社ＴＫＣ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5962 株式会社帝国書院 印刷・製本－地図調製,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書

5301 帝國纎維株式会社 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,車両類－特殊車両

2865 株式会社帝国データバンク 調査・検査・測定－調査・統計

2698 ＤＣＭ株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,家具類－スチール家具,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,薬品類－農業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－工作

機器,産業機器類－農業機器,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－オートバイ・自転車,資材類－建設資材,資材類－造園資材,その他－日用雑貨

5121 帝商株式会社 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両

2714 帝人ヘルスケア株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器

1797 有限会社ティーズ 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

4131 株式会社ＴＴＫ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器

1764 ＤＰＲ株式会社 調査・検査・測定－臨床検査

5428 ティーメディクス株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医薬品,賃貸借－医療機器・福祉用具類
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5595 株式会社ディライトシステム コンピュータ関連－システム・ソフト開発

1284 テクノ株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電

気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－その他,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コン

ピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類

3076 株式会社テクノサービス 厨房器具類－厨房機器

2585 株式会社テクノシステム 文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－その他

5366 株式会社テクノスジャパン 調査・検査・測定－漏水調査

5097 テクノ・マインド株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5897 株式会社テクノル その他－選挙用品,広告・出版・イベント－選挙

5981 株式会社デザインアーク
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾広告・出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イ

ベント用品類,賃貸借－その他

2649 テスコ株式会社
薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,清掃・駆除等－建物清掃保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

2650 株式会社データベース
薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5120 株式会社データホライゾン コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

4207 有限会社哲学堂
その他－広告・看板,その他－その他,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その

他

5379 株式会社テツゲン
薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設

保守点検

5028 テプコカスタマーサービス株式会社 燃料及び油脂製品類－その他

2869 株式会社テラ 清掃・駆除等－下水道管渠清掃

5594 テルウェル東日本株式会社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信

機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用

具類－防災用品,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板清掃・駆除等－建物清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,

コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類

5081 株式会社テレコム 電気・通信機器類－放送・通信機器,車両類－車両部品・用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検賃貸借－電気・通信機器類

5460 株式会社電算システム その他－その他

5780 株式会社電通東日本
その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,

広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1506 樋下建設株式会社 賃貸借－特殊車両・建設機械

2809 東亜リース株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,賃貸借－産業機器類賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物

2129 株式会社東栄科学産業 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

2663 東海リース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－その他

1946 株式会社東給岩手 その他－食料品

5449 東京インタープレイ株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5601 有限会社東京インテリア・クラフト 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

2822 東京コンピュータサービス株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5605 東京システム特機株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－カメラ・写真,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検調査・検査・測定－その他調査

5757 東京センチュリー株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－理化学機器・計測機器賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－その他

5216 東京テクニカル・サービス株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－その他調査
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5399 株式会社東京法規出版
医療・福祉機器類－医療用機器,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－日用雑貨,その他－記念品・バッジコンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イ

ベント－広告・宣伝,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－その他

5016 東京法令出版株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

1940 とうぎん総合リース株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類賃貸借－厨房器具類,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－消防保安

用具類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－教材・楽器・運動用品,賃貸借－イベント用品類,賃貸借－清掃用具類,賃貸借－その他

5566 株式会社東計電算 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

2709 株式会社東光コンサルタンツ 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1515 株式会社東広社 その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5107 東西化学産業株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他

1290 株式会社東山堂
家具類－室内装飾,家具類－その他,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－楽器調律

2821 東芝インフラシステムズ株式会社
理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

2133 東芝エレベータ株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5459 東芝デジタルソリューションズ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務

5606 東芝ライテック株式会社 電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2138 東新化学株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1292 有限会社東水エンジニアリング
産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

2867 株式会社東武
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を

含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,その他－人材派遣,その他－調理業務

5833 株式会社ドゥファイン 文具・事務機器類－ＯＡ機器

5374 東武機器株式会社 産業機器類－その他

4085 有限会社東部総業 清掃・駆除等－建物清掃,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

2140 東邦岩手株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器

2763 東邦薬品株式会社 薬品類－医薬品

2044 東北アルフレッサ株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品

2312 東北インテリジェント通信株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,その他－その他

1925 有限会社東北エヌテイエス その他－広告・看板

2458 東北化学薬品株式会社 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－化学・工業薬品

5647 株式会社東北議事録センター 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,コンピュータ関連－システム・ソフト開発翻訳・通訳・速記－会議録作成

5907 株式会社東北機水 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1652 東北極東機械株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1294 東北公営企業株式会社

薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守

点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,運送・運搬・処

理－産業廃棄物（運送・運搬）,調査・検査・測定－水質検査

5835 東北公営事業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

4217 東北酸素株式会社 燃料及び油脂製品類－ガス類,薬品類－医薬品

1761 東北シート工業株式会社 家具類－室内装飾,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,その他－広告・看板広告・出版・イベント－イベント企画・運営,賃貸借－イベント用品類

3022 東北住建株式会社 広告・出版・イベント－選挙

1638 有限会社東北製材木工機 産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1296 東北清和株式会社 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－常駐警備
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1298 東北体育施設株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,清掃・駆除等－建物清掃清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1297 株式会社東北ターボ工業

資材類－建設資材,資材類－造園資材,その他－その他清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・

駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－

一般廃棄物（処理）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－

その他調査

2149 一般財団法人東北電気保安協会 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2537 東北電力株式会社 燃料及び油脂製品類－その他

1299 東北電話株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,賃貸借－電気・通

信機器類

2883 株式会社東北博報堂 その他－広告・看板

2518 株式会社東北日立 産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1301 株式会社東北ビルド 清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5609 東北藤吉工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5758 株式会社東北舞台工業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

3056 東北物産株式会社 薬品類－化学・工業薬品,資材類－建設資材

5559 東北フローズン株式会社 その他－その他,賃貸借－その他

2661 株式会社東北マツダ 車両類－自動車

5604 東北明光販売株式会社 文具・事務機器類－事務機器

1303 株式会社東北油化
燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

2317 東北容器工業株式会社 その他－日用雑貨

1592 有限会社東北リサイクリング 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず

5283 株式会社東北漏水 調査・検査・測定－漏水調査

5287 東洋計器株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器

5784 株式会社東洋食品 その他－調理業務

1306 東洋電業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2699 東洋ワークセキュリティ株式会社 警備・受付等－常駐警備

2161 同和興業株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査

5545 株式会社東和テクノロジー 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1893 有限会社東和微生物検査所 調査・検査・測定－食品検査,調査・検査・測定－臨床検査

2836 株式会社東和本社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

2655 東和薬品株式会社 薬品類－医薬品

5493 株式会社トーカンオリエンス
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

3023 常盤洋紙株式会社 文具・事務機器類－用紙,その他－日用雑貨

4167 株式会社徳風 繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品

5871 株式会社トーケミ 薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－工作機器,産業機器類－その他,その他－その他その他－その他

2596 株式会社トシマ その他－その他

5020 株式会社図書館総合研究所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2546 株式会社図書館流通センター 文具・事務機器類－文具・事務用品,家具類－その他,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,その他－その他コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他
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1846 株式会社トスネット北東北 医療・福祉機器類－医療用機器,その他－その他,警備・受付等－常駐警備警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）

1777 株式会社トーセイメディカル 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

2579 トータリゼータエンジニアリング株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・

管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5375 株式会社トータルメディア開発研究所 広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

5624
株式会社トータル・リアルティ・アドバイ

ザーズ
その他－その他

2164 凸版印刷株式会社
印刷・製本－一般印刷,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－広告・看板,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力

業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

2435 トッパン・フォームズ株式会社
印刷・製本－一般印刷,文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,消防防災・保安用具類－保安用具コンピュータ関連－データ入力業

務,調査・検査・測定－調査・統計

5068 株式会社トップクルー 印刷・製本－地図調製,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他

5029 トーテツ資源株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

1307 有限会社都南清掃社 清掃・駆除等－浄化槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）運送・運搬・処理－一般廃棄物（処理）

1841 都南西部水道有限会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

2290 トーバン印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－広告・看板その他－その他

2684 有限責任監査法人トーマツ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

3007 トヨタエルアンドエフ岩手株式会社 産業機器類－建設機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,賃貸借－産業機器類

1801 株式会社トヨタレンタリース岩手 賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械

1392 株式会社トライス

厨房器具類－厨房機器,薬品類－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器,消防防災・保安用具類－消防機器清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整

備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査

2724 株式会社トラパンツ コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

5127 トランス・コスモス株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

5223 株式会社トリアド工房 家具類－室内装飾,その他－美術・工芸品類,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

5959 株式会社ドリームホップ その他－その他

1311 株式会社杜陵印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝,その他－その他

1312 杜陵高速印刷株式会社
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－用紙,繊維類－その他,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品

類,その他－選挙用品,その他－広告・看板,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,運送・運搬・処理－広報紙・文書集配,翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－その他

5082 株式会社ドーン 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－その他

5600 株式会社内藤ハウス 賃貸借－仮設建築物

4097 有限会社長尾商店 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車財産等売払い－特殊車両・建設機械

1314 中川石油株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5260 中里建設株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,調査・検査・測定－その他調査

1316 有限会社長沢燃料店 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

5117 長島鋳物株式会社 消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材

5025 株式会社中島自動車電装 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,賃貸借－その他

5874 長田広告株式会社 その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝

2308 株式会社中西製作所 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

2167 株式会社中庭測量コンサルタント 印刷・製本－地図調製,その他－その他,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務

2505 株式会社ナカノアイシステム 印刷・製本－地図調製,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5126 長野ポンプ株式会社 車両類－特殊車両

1750 有限会社中村畳店 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類
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1672 株式会社中村電化センター
文具・事務機器類－ＯＡ機器,厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－空調機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保

守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5629 中村弘前株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1677 長山自動車工業有限会社 車両類－自動車,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等売払い－一般車両・自転車

2818 株式会社ナガワ 家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,資材類－建設資材賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－その他

2169 ナショナルエレベーター工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

1715 ナチュラルコム株式会社 その他－広告・看板,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1318 株式会社成瀬器械

文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－その他,厨房器具類－厨房機器,燃料及び油脂製品類－ガス類,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類

－化学・工業薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－工作機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）

－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・

寝具類,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器

1319 株式会社成瀬理工 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検

4189 株式会社南部医理科
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品保守・点検・管理（修理・

整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

1514 有限会社南部衛生社 清掃・駆除等－浄化槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

4224 株式会社南部富士カントリークラブ 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

5779 株式会社西原環境
薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－ごみ処理施設保守点検

1612 株式会社西村商店 家具類－室内装飾

1321 有限会社ニーズ開発
清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運

送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

2171 株式会社ニチイ学館
医療・福祉機器類－福祉用機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調

査,その他－人材派遣,その他－その他

5986 株式会社日医リース 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5623 ニチレキ株式会社 資材類－建設資材

5233 株式会社ニック 文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－用紙,家具類－スチール家具コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－その他

5587
日建設計コンストラクション・マネジメン

ト株式会社
その他－その他

5816 株式会社日建設計総合研究所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

2469 日建リース工業株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,家具類－スチール家具,医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,資材類－建設資材賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－厨房器具類,

賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－消防保安用具類,賃貸借－資材類,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イベント用品類,賃貸借－その他

1825 有限会社日交画房 その他－広告・看板

2172 日興酸素株式会社 燃料及び油脂製品類－ガス類,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－その他

2673 日興通信株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5123 株式会社ニッコク 理化学機器・計測機器類－計測機器

5402 株式会社ニッコクトラスト その他－調理業務

5823 ニッコー・ファインメック株式会社
運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）その他－その他,財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産

等売払い－その他

1916 日産チェリー岩手販売株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品

2856 株式会社日産フィナンシャルサービス 賃貸借－一般車両・自転車

1624 日産プリンス岩手販売株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1899 株式会社日産レンタカー岩手								 賃貸借－一般車両・自転車
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2517 日清医療食品株式会社 その他－調理業務

2768 株式会社日新技術コンサルタント コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－漏水調査調査・検査・測定－その他調査

5565 日進設備工業株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

5481 日新電機株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5826 日信防災株式会社 文具・事務機器類－用紙,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

2173 株式会社日水コン
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調

査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5590 日水産業株式会社 薬品類－化学・工業薬品,資材類－建設資材,調査・検査・測定－その他調査

5667 日精オーバル株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5187 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2801 日成ビルド工業株式会社 賃貸借－仮設建築物

1915 株式会社日専連パートナーズ 電気・通信機器類－放送・通信機器

4198 日通リース＆ファイナンス株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－理化学機器・計測機器賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－教材・楽器・運

動用品

5739 日鉄環境株式会社 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5258
日鉄環境エネルギーソリューション株式会

社
燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,薬品類－化学・工業薬品,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査

5255 株式会社日展
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板,その他－その他調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－

イベント企画・運営,その他－その他

5087 日東イシダ株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発賃貸借－その他

5824 日東工営株式会社 賃貸借－仮設建築物

2176 日東通信株式会社
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

2296 日本オーチス・エレベータ株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

2877 日本貨物鉄道株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5135 日本カルミック株式会社 その他－その他,清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,賃貸借－その他

4019 日本キャタピラー合同会社 産業機器類－建設機器,産業機器類－その他,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等売払い－特殊車両・建設機械,賃貸借－特殊車両・建設機械

5538 日本ケーブル株式会社
燃料及び油脂製品類－その他,産業機器類－その他,車両類－オートバイ・自転車,車両類－特殊車両,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）

－その他設備保守点検,調査・検査・測定－その他調査

5289 日本コンピューター株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベン

ト企画・運営,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2451 日本通運株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－引越業

2181 日本電気株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ

関連－システム・ソフト開発

5145 日本ドライケミカル株式会社 車両類－特殊車両

2527 日本ビルコン株式会社 産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5991 ニッポンレンタカー東北株式会社 賃貸借－一般車両・自転車

5927 有限会社日本一安い罠の店 その他－その他

5272 株式会社日本医療器研究所 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

2824 株式会社日本インシーク 印刷・製本－地図調製,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5410 株式会社日本ウォーターテックス その他－その他

5133 一般社団法人日本家族計画協会 医療・福祉機器類－医療用機器,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－記念品・バッジ,その他－その他
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2185 株式会社日本眼科医療センター 医療・福祉機器類－医療用機器

5448 一般財団法人日本環境衛生センター 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5371 日本管財株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,警備・受付等－巡回警備警備・受付等－常駐警備,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,調査・検査・測定－大気・環境検査

5136 日本機械工業株式会社 車両類－特殊車両

2627 株式会社日本空調東北 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5939 一般社団法人日本経営協会 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5004 株式会社日本経営情報システム 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5901 株式会社日本経済研究所 その他－その他

5944 一般社団法人日本公園緑地協会 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5262 日本国民食株式会社 その他－調理業務

5978 株式会社日本サポートサービス コンピュータ関連－データ入力業務,その他－人材派遣,その他－その他

2282 株式会社日本サーモエナー 厨房器具類－厨房機器,薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5309 日本産業廃棄物処理株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5085 日本システム技術株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査広告・出版・イベント－広告・宣伝,その他－その他

5114 日本システムケア株式会社 財産等売払い－金属くず

5140 日本信号株式会社 その他－その他

2873 一般社団法人日本森林技術協会 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5074 日本水機調査株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,調査・検査・測定－漏水調査,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

5257 日本水道管路株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,調査・検査・測定－漏水調査

5921 日本水道サービス株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

5975 日本地下水開発株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

2574 日本調理機株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

1329 株式会社日本デスコ

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,医療・福祉機器

類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機

器類－農業機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－理化学機器・

計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

2681 日本データーサービス株式会社
文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃

貸借－事務機器・ＯＡ機器

5511 日本トータルテレマーケティング株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－イベント企画・運営その他－人材派遣,その他－その他

5032 株式会社日本能率協会総合研究所 その他－その他

2190 日本ハイウエイ・サービス株式会社
資材類－建設資材,清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

2849 日本フィールドシステム株式会社 資材類－建設資材,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－その他その他－その他

2862 株式会社日本防災技術センター 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－防災用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

5936 株式会社日本マネジメント協会 その他－人材派遣

2871 日本無線株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2194 日本メックス株式会社
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整

備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5364 日本ユニシス株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5534 株式会社日本レップス 調査・検査・測定－漏水調査
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2196
日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）

連合会センター事業団
清掃・駆除等－公園・道路等清掃

5201 株式会社日本漏防コンサルタント 調査・検査・測定－漏水調査

4159 株式会社ニューリース 賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械

2887 有限会社二和木材 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,資材類－建設資材,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,財産等売払い－立木

4200 有限会社沼宮内衛生センター 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1688 有限会社沼清商店 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

2777 ネオス株式会社 その他－食料品

2711 ネクサスエネジー株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

2855 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1664 ネッツトヨタ盛岡株式会社 車両類－自動車

5584 ネットワンシステムズ株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5327 株式会社ノガミ 調査・検査・測定－その他調査

5277 株式会社ノバーク 資材類－建設資材

5563 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 翻訳・通訳・速記－筆耕・翻訳・通訳,その他－人材派遣,その他－その他

5696 株式会社乃村工藝社
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,その他－広告・看板保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コン

ピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

5749 野村興産株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）,その他－その他

1330 有限会社野村実商店 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず

5318 株式会社ハイウエイとうほく 資材類－建設資材

5245 バイザー株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発

3016 株式会社バイタルネット
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,その他－

クリーニング

5537 ハイプラ化成株式会社 薬品類－化学・工業薬品

2804 株式会社ハイン 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5990 葉隠勇進株式会社 その他－調理業務

2366 株式会社博愛社 印刷・製本－一般印刷,文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－スチール家具,その他－広告・看板

1332 株式会社橋市
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,消防防災・保安用具類－防災用品,その他

－日用雑貨

1333 株式会社橋市物産

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮

革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・

楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板,その他－その他

3024 橋爪商事株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,

電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材,

資材類－造園資材,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,その他－広告・看板

2639 パシフィックコンサルタンツ株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

1335 株式会社橋本印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

2200 株式会社パスコ
印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,調

査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－不動産鑑定業務,その他－その他

2741 株式会社パソナ 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－人材派遣,その他－その他

2465 パーソルテンプスタッフカメイ株式会社 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計その他－人材派遣

1337 畑山教材社　畑　山　明　大 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

2837 株式会社八州 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

31



5716 株式会社ハートコーポレイション その他－人材派遣,その他－その他

1726 有限会社パトリオ
繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材保守・点検・管理（修理・

整備を含む）－消防用設備保守点検

5934 株式会社話し方研究所 その他－その他

2237
パナソニックＬＳエンジニアリング株式会

社

電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－空調機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

2598
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

文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・

点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2831 株式会社はなだ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5012 株式会社ＨＡＲＰ コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5293
株式会社パブリック・マネジメント・コン

サルティング

文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,

調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

4182 浜印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

5585 株式会社ハムシステム庄内 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5957 ハーモニア　中　村　真　理 その他－その他,その他－人材派遣,その他－その他

5266 パラテクノ株式会社
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,その他－その他,賃貸借－医療機器・福祉用具類,

賃貸借－電気・通信機器類

5502 パリノ・サーヴェイ株式会社 調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測定調査・検査・測定－その他調査

2427 株式会社パルックス 電気・通信機器類－家庭用電気機器

5109 株式会社パレオ・ラボ 調査・検査・測定－その他調査

1798 有限会社晴山商店 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－その他

1927 有限会社はんこの五六堂 文具・事務機器類－文具・事務用品,その他－記念品・バッジ

5246 株式会社半澤工務店 清掃・駆除等－下水道管渠清掃,調査・検査・測定－その他調査

5149 株式会社阪神計器製作所 理化学機器・計測機器類－計測機器

1775 株式会社坂東木材 資材類－建設資材,その他－その他

1729 ピアノモード河南楽器　田村　達 学校教材・運動用品・楽器類－楽器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－楽器調律

5038 株式会社ビー・エイチ・シー 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務その他－その他

5547 株式会社ＢＳＮアイネット 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2676 株式会社ビー・エム その他－食料品,その他－その他,清掃・駆除等－建物清掃警備・受付等－受付・展示物案内

1817 東アジア警備保障有限会社 警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

2315 東日本電信電話株式会社

文具・事務機器類－ＯＡ機器,医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その

他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

2776 株式会社東日本朝日広告社 その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営広告・出版・イベント－選挙

1877 東日本交通株式会社 運送・運搬・処理－バス運行,運送・運搬・処理－旅行業

5480 東日本総合計画株式会社
印刷・製本－地図調製,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－ＯＡ機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コ

ンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2740 東日本テクノ株式会社 産業機器類－建設機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

2205 東日本メディカルシステム株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

5284 東日本漏水調査株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

5444 株式会社ビーコンラーニングサービス その他－人材派遣

5171 株式会社Ｐサポ東北 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5541 ピースミール・テクノロジー株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務
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3064 日立建機日本株式会社 産業機器類－建設機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

2575 株式会社日立システムズ
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2206 株式会社日立製作所 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2488 株式会社日立ソリューションズ東日本 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

2210 株式会社日立ビルシステム 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5105 株式会社日立物流東日本 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－引越業

5949 株式会社日立プラントメカニクス 産業機器類－建設機器

1826 株式会社ビットエイジ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2212 日之出水道機器株式会社 消防防災・保安用具類－防災用品,資材類－建設資材

1713 株式会社ヒノヤタクシー 運送・運搬・処理－バス運行

5197 ヒビノスペーステック株式会社 電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5569 株式会社日比谷アメニス 資材類－造園資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他,賃貸借－その他

4164 株式会社備品レンタルセンター
家具類－スチール家具,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品賃貸借－家具類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・

建設機械,賃貸借－仮設建築物

4166 株式会社ぴーぷる

印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－

室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,学校教材・運動

用品・楽器類－教材・図書,その他－カメラ・写真,その他－記念品・バッジ,その他－選挙用品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－大気・環境検査,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・

出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙,その他－人材派遣,その他－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類

2036 株式会社ビー・プロ 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－その他その他－その他

1618 有限会社ひまわり廃棄物処理事業所 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5841 ビーム計画設計株式会社 その他－その他

5218
株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎ

ｔ
電気・通信機器類－放送・通信機器,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－その他

2720 ヒューマンリソシア株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－人材派遣

5152 株式会社病院システム コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

2719 表示灯株式会社 消防防災・保安用具類－消防機器,その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝

1346 株式会社平金商店

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,電気・通信機器

類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念

品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－選挙用品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家

具・寝具類,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－その他

4148 平野機工株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2817 株式会社ビルワーク・ジャパン

清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路

等清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,警備・受付等－機械警備,警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－駐車場・駐輪場等整理（交通整理を含む）,警備・受付等－受付・展示物案内,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－調理業務,その他－その他

5416 株式会社ヒロタ 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－用紙その他－その他

4161 株式会社ＨＩＲＯＢＯ 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品

2482 ブイファッション仙台株式会社 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除

5557 株式会社フィリップス・ジャパン 医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検賃貸借－医療機器・福祉用具類

4144 有限会社フォレストサービス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,財産等売払い－立木
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4143 株式会社深沢ツール
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空

調機器,資材類－建設資材,その他－日用雑貨

1771 株式会社フキ盛岡 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2298 福興産業株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

5240 株式会社フクシ・エンタープライズ
家具類－スチール家具,医療・福祉機器類－医療用機器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品警備・受付等－常駐警備,警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守

点検,その他－人材派遣

2858 フクシマガリレイ株式会社 厨房器具類－厨房機器

5370 株式会社福島製作所 産業機器類－建設機器

1350 福田機械株式会社 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他

2214 フクダ電子北東北販売株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

2384 フクダライフテック北東北株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5237 福味商事株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1631 藤井楽器ピアノ調律　藤　井　克　昌 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－楽器調律

5273 富士建設工業株式会社 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－その他

4203 有限会社ふじさわ

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信

機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・

楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念

品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－選挙用品,その他－食料品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備

を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設

備保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類,賃貸借－電気・通信機器類

1351 株式会社藤沢体育堂
繊維類－被服,繊維類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－記念品・バッジ,

その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

5842 富士商事株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医薬品,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－その他調査・検査・測定－臨床検査,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

1522 富士水工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

4196 株式会社富士清ほりうち その他－食料品

5943 株式会社富士ダイナミクス その他－その他,その他－その他

2461 フジ地中情報株式会社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,調

査・検査・測定－漏水調査,その他－その他

1472 有限会社藤忠商事 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

2217 株式会社富士通エフサス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2695 富士通Ｊａｐａｎ株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力

業務

5158 株式会社富士通ゼネラル 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

2756
富士通ネットワークソリューションズ株式

会社

文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・

管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5353 富士通リース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5159 フジテコム株式会社 その他－その他,調査・検査・測定－漏水調査

2902 フジテック株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5007 富士電機株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・

計測機器保守点検
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1859 株式会社富士電業社

文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器

類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を

含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,賃貸借－理化学機器・計測機器

1352 株式会社富士美工 その他－日用雑貨,その他－広告・看板,その他－その他

5155 富士フイルムシステムサービス株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－データ入力業務

2885
富士フイルムビジネスイノベーションジャ

パン株式会社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2576 富士フイルムメディカル株式会社 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検

2219 株式会社フジマック 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

2481 株式会社藤村商会 厨房器具類－厨房機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－空調機器,資材類－建設資材

1354 株式会社富士屋印刷所 印刷・製本－一般印刷

1623 有限会社藤原クリーンサービス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）

2222 扶桑電通株式会社
文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事

務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－その他

4190 双葉重車輌株式会社
産業機器類－その他,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械,賃貸借－特殊車両・

建設機械

1588 株式会社双葉設備アンドサービス 厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

2506 株式会社復建技術コンサルタント コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5881 株式会社フューチャーイン 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務

5985 株式会社武揚堂 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,その他－広告・看板コンピュータ関連－システム・ソフト開発,広告・出版・イベント－広告・宣伝

1885 株式会社プラスプラス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務広告・出版・イベント－広告・宣伝

5124
株式会社ブランド・プロモーション戦略研

究所
調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

1754 ブリヂストン工業用品岩手販売株式会社 繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,車両類－車両部品・用品

1926 株式会社ブリヂストンタイヤサービス岩手 車両類－車両部品・用品

2280 古川電気工業株式会社 産業機器類－その他

5349 株式会社古川ポンプ製作所

繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,医療・福祉機器類－医療用機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具

類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両,資材類－造園資材,その他－記念品・バッジ,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設

備保守点検

2845 株式会社フルキャスト 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査その他－人材派遣,その他－その他

1743 株式会社ふるさと交通 運送・運搬・処理－バス運行

2799 フルテック株式会社 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5963 株式会社ブレインサービス 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5077 株式会社プレック研究所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査

5548 株式会社プロテック その他－その他

5385 株式会社ブロードリンク 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）財産等売払い－その他,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1359 文化企業株式会社
清掃・駆除等－浄化槽清掃,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,運送・運搬・処理－一

般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,調査・検査・測定－漏水調査

5960 一般社団法人文化財科学研究センター 調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

5161 株式会社文化財保存計画協会 調査・検査・測定－調査・統計,その他－その他

2615 文化シヤッター株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検
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5972 文化シヤッターサービス株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

4211 有限会社文化堂
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書保守・

点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1360 株式会社文協印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

2521 有限会社文林商会

家具類－スチール家具,繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機

器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材,学校教材・運動用品・楽

器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－記念品・バッジ,その他－食料品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－消防用設備保守点検

4094 有限会社平成電機サービス 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5011 平和機械株式会社 消防防災・保安用具類－消防機器,車両類－特殊車両

5437 株式会社ベネッセコーポレーション 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－その他

5914 株式会社ベネフィット・ワン その他－その他,その他－その他

5621 株式会社ベルシステム２４ その他－その他

5164 株式会社ベルテクノ その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

1362 有限会社ベンリカー 運送・運搬・処理－広報紙・文書集配

2422
ヘンリーシャインジャパンイースト株式会

社
医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品

1365 有限会社豊香園 薬品類－農業薬品,資材類－造園資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

1366 有限会社ホクエイ興産 その他－その他

2227 有限会社北星貿易 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

4116 株式会社ほくとう
産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－その他,車両類－特殊車両,資材類－建設資材賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－

その他

1370 北東石油株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

1371 株式会社北東ビルサービス 清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃

1795 有限会社北斗水道工業所 清掃・駆除等－浄化槽清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

5454 有限会社北都モバイル 電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

2806 北良株式会社
燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産業機器類－空調機器,産業機器類

－その他,消防防災・保安用具類－消防機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

2800 株式会社星医療酸器 医療・福祉機器類－医療用機器,薬品類－医薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検賃貸借－医療機器・福祉用具類

2228 ホシザキ東北株式会社 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,産業機器類－空調機器,その他－食料品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検

4082 株式会社細田電気管理事務所 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5299 株式会社ボーダーリンク その他－人材派遣,その他－その他

2225 ホーチキ株式会社
電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,消防防災・保安用具類－消防機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信

設備保守点検

2229 北海道地図株式会社
印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－地図調製,その他－広告・看板,その他－その他コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,その他－その

他

1943 合同会社ホームシックデザイン その他－その他

1376 有限会社ホヤマ資源 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,財産等売払い－金属くず財産等売払い－一般車両・自転車

1845 有限会社ホワイト急便イワテ その他－クリーニング

1378 株式会社マイクロ岩手 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－複写業務,印刷・製本－製本,その他－広告・看板,その他－その他

5533 マイクロセンター株式会社 印刷・製本－複写業務,その他－その他,コンピュータ関連－データ入力業務その他－その他

1379 有限会社マインドメンテナンス 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検
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2727 株式会社前川製作所
産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－そ

の他施設保守点検

5825 株式会社前澤エンジニアリングサービス 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

5252 前澤給装工業株式会社 理化学機器・計測機器類－計測機器

5474 前澤工業株式会社 その他－その他

5473 株式会社マーク その他－広告・看板

1908 マックスエレベーター株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5455 株式会社松下設計 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5035 松田産業株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

2853 株式会社松村電機製作所 電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2731 松本寝具株式会社
家具類－室内装飾,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,その他－日用雑貨その他－クリーニング,賃貸借－家

具類,賃貸借－繊維類

2898 株式会社ＭＡＹＡ　ＳＴＡＦＦＩＮＧ 調査・検査・測定－調査・統計,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営その他－人材派遣,その他－その他

5619 株式会社マリンテクノサービス 電気・通信機器類－放送・通信機器

4112 丸木医科器械株式会社
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,

医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

1384 株式会社丸久商店 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－古紙

1385 株式会社丸佐
繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－衛生材料,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品,学校教材・運動用品・楽器類－遊

具,学校教材・運動用品・楽器類－楽器,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他－食料品,その他－その他

1833 株式会社丸庄クリーニング その他－クリーニング

4201 株式会社マルショウ紫波 産業機器類－農業機器,産業機器類－その他,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,広告・出版・イベント－広告・宣伝

2872 株式会社マルゼン 厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品

2241 丸善雄松堂株式会社
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－その他,学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書コンピュータ関

連－データ入力業務,その他－その他

1635 丸大運輸株式会社 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－広報紙・文書集配,運送・運搬・処理－給食運搬

1890 株式会社マルモ通信 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5430 マルモ通信商事株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,資材類－建設資材保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,調査・検査・測定－その他調査

5173 丸茂電機株式会社 電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5954 ミザック株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5393 株式会社ミズコム 調査・検査・測定－漏水調査

5543 美津濃株式会社 学校教材・運動用品・楽器類－運動用品

5909 みずほ東芝リース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－その他

5515 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 調査・検査・測定－調査・統計

5911 みずほリース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械

1388 株式会社三田商店 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材,その他－広告・看板

5698 三谷コンピュータ株式会社 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

4147 株式会社ミチノク 消防防災・保安用具類－防災用品,その他－食料品

3078 みちのくカスタマーサービス株式会社 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－用紙,厨房器具類－厨房機器,その他－その他

3070 みちのくキヤンテイーン株式会社 その他－食料品,清掃・駆除等－建物清掃,賃貸借－清掃用具類

2794 株式会社みちのくクボタ 産業機器類－農業機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,車両類－自動車,車両類－オートバイ・自転車

1929 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 その他－食料品
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1757 株式会社みちのりトラベル東北 運送・運搬・処理－旅行業

1393 株式会社道又時計店 その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2897 三井共同建設コンサルタント株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

5863
三井住友トラスト・パナソニックファイナ

ンス株式会社
賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類賃貸借－産業機器類,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－その他

5620 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－医療機器・福祉用具類賃貸借－産業機器類,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－その他

2844 株式会社ミツウロコヴェッセル東北 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

5522 三菱ＨＣキャピタル株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5071
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式

会社

産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点

検

2381 三菱重工冷熱株式会社 産業機器類－空調機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

5702 株式会社三菱総合研究所 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査その他－その他

2246 三菱電機株式会社 電気・通信機器類－放送・通信機器

5506 三菱電機クレジット株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－医療機器・福祉用具類賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－その他

4218 三菱電機システムサービス株式会社
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－厨房設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5968 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

2643
三菱電機プラントエンジニアリング株式会

社
保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5546 三菱マテリアル株式会社 運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

4171 株式会社三ツ星商会
厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,消防防災・保安用具類－消防機器,資材類－建設資

材,その他－カメラ・写真,その他－その他

1396 ミドリ安全岩手株式会社
繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－放送・通信機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保

安用具類－防災用品

5311 株式会社みどり光学社 その他－カメラ・写真,その他－広告・看板,コンピュータ関連－システム・ソフト開発コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

1901 湊運輸倉庫株式会社 産業機器類－その他,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5286 株式会社港公会計 調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5479 株式会社ミナミ 運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）

2657 宮城自動車工業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

2510 宮城ヤンマー株式会社 産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

2453 三八五通運株式会社 資材類－建設資材,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－広報紙・文書集配運送・運搬・処理－引越業

5490 三八五フーズ株式会社 その他－調理業務

4185 株式会社宮崎商店
厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他,電気・通信機器類－家庭用電気機器,産

業機器類－空調機器,車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品

1399 株式会社宮田燃料 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,車両類－車両部品・用品

5988 株式会社宮本工業所 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,その他－その他

2791 ミライフ東日本株式会社 燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類,燃料及び油脂製品類－その他

2253 美和電気工業株式会社

文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設

備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,賃貸借－理化学機器・計測機器

5597 株式会社無線放送設計事務所 その他－その他

4139 むつみ造園土木株式会社 薬品類－農業薬品,資材類－造園資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

4212 株式会社村上林業 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,財産等売払い－立木

38



1400 株式会社村源 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品,その他－日用雑貨,その他－食料品

1401 ムラタ株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

5219 株式会社ムラヤマ
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,その他－記念品・バッジ,その他－美術・工芸品類,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベ

ント企画・運営,賃貸借－イベント用品類

5051 株式会社村山事務器

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,繊維類－被服,

繊維類－寝具,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療

用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,消防防災・保安用具類－防災用品,学校

教材・運動用品・楽器類－教材・図書,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－日用雑貨,その他－カメラ・写真,その他－時計・貴金属,その他－記念品・バッジ,その他

－美術・工芸品類,その他－選挙用品,その他－食料品,その他－広告・看板,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設

備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,コ

ンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,広告・出版・イベント－選挙,賃貸借－事務機器・Ｏ

Ａ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類,賃貸借－厨房器具類,賃貸借－理化学機器・計測機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類

1598 有限会社村山畳店 家具類－室内装飾,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類

2895 明治コンサルタント株式会社 調査・検査・測定－土壌検査・測定,調査・検査・測定－化学物質測定,その他－その他

5341 株式会社明治商会 産業機器類－農業機器,産業機器類－その他

2710 株式会社明電エンジニアリング
理化学機器・計測機器類－計測機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点

検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2256 株式会社明電舎
理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を

含む）－その他施設保守点検

5536 明電ファシリティサービス株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

5424 株式会社名豊 コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

2599 メタウォーター株式会社
理化学機器・計測機器類－計測機器,薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点

検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

5036 メタウォーターサービス株式会社
薬品類－化学・工業薬品,産業機器類－建設機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検,保守・点検・

管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1402 株式会社メッツ 医療・福祉機器類－医療用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

1731 株式会社メディアクルー 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務広告・出版・イベント－広告・宣伝,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

1403 株式会社メディカルサポート 警備・受付等－受付・展示物案内,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検その他－その他

5078 株式会社メディセオ 理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,薬品類－化学・工業薬品

5205 株式会社メディブレーン コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,その他－その他

2903 株式会社メフォス その他－調理業務

4105 有限会社メンテック 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

4031 有限会社メンテナンス不来方 薬品類－化学・工業薬品,賃貸借－家具類,賃貸借－繊維類賃貸借－仮設建築物

1404 株式会社森 薬品類－化学・工業薬品,薬品類－農業薬品,資材類－動物・飼料

1405 盛岡いすゞモーター株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検,財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

4208 有限会社盛岡エスエヌ食品販売 その他－食料品

1407 盛岡ガス株式会社 厨房器具類－厨房機器,消防防災・保安用具類－消防機器

1408 盛岡ガス燃料株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

1883 株式会社モリオカ技工 資材類－建設資材

1411 盛岡広域森林組合 清掃・駆除等－鼠等衛生害虫防除,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検財産等売払い－立木

1932 盛岡産資源株式会社 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－ペットボトル,財産等売払い－その他

1611 盛岡市上下水道工事業協同組合 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検
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1410 公益社団法人盛岡市シルバー人材センター
清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃,清掃・駆除等－公園・道路等清掃保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,翻訳・通訳・

速記－筆耕・翻訳・通訳

1413 有限会社盛岡浄化槽管理センター 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検

1414 有限会社盛岡消防設備点検センター 消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－消防用設備保守点検

1888 盛岡スポーツ施設株式会社
資材類－建設資材,資材類－造園資材,学校教材・運動用品・楽器類－遊具,学校教材・運動用品・楽器類－運動用品,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検,保守・点検・管理

（修理・整備を含む）－その他施設保守点検

1417 株式会社盛岡清掃センター 運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

1646 盛岡石油株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料

1419 株式会社盛岡総合ビルメンテナンス
その他－日用雑貨,清掃・駆除等－建物清掃,清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃警備・受付等－巡回警備,警備・受付等－常駐警備,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1808 株式会社盛岡タイムス社 印刷・製本－一般印刷

4209 有限会社盛岡畳工業 家具類－室内装飾

1421 盛岡日産モーター株式会社 車両類－自動車,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

1422 盛岡ニッタン株式会社
電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,消防防災・保安用具類－消防機器,消防防災・保安用具類－保安用具,消防防災・保安用具類－防災用品保守・点検・管理（修理・整備を含む）－

消防用設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1523 盛岡舗道株式会社 財産等売払い－一般車両・自転車,財産等売払い－特殊車両・建設機械

1938 特定非営利活動法人もりおかユースポート その他－その他

2258 株式会社盛岡ユニフォーム 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,繊維類－その他

1792 協同組合盛岡リサイクルセンター 財産等売払い－古紙

1644 株式会社盛岡臨床検査センター 医療・福祉機器類－医療用機器,調査・検査・測定－食品検査,調査・検査・測定－臨床検査

5514 株式会社モリタ 消防防災・保安用具類－防災用品,車両類－特殊車両

5443 株式会社モリタテクノス 消防防災・保安用具類－保安用具,車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

5234 株式会社森田鉄工所 その他－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

5923 森永エンジニアリング株式会社 薬品類－化学・工業薬品,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－ごみ処理施設保守点検

1431 有限会社森八商店 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,厨房器具類－厨房用品,医療・福祉機器類－衛生材料,その他－日用雑貨

5181 森平舞台機構株式会社 家具類－室内装飾,家具類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

1909 盛舗建設有限会社 車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪

3079 株式会社モリレイ その他－食料品

3029 株式会社ヤマイチ その他－選挙用品,広告・出版・イベント－選挙

5580 山形パナソニック株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

1437 山口北州印刷株式会社 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本,その他－広告・看板広告・出版・イベント－広告・宣伝

4145 有限会社山幸造園 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理

1438 株式会社山崎組
資材類－建設資材,清掃・駆除等－下水道管渠清掃,清掃・駆除等－側溝排水路清掃清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検,保守・点検・管理（修理・整備

を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,運送・運搬・処理－一般廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）

2504 株式会社ヤマダデンキ 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真

4204 有限会社山忠モータース 車両類－自動車,車両類－車両部品・用品

5206 株式会社大和速記情報センター コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,翻訳・通訳・速記－会議録作成

5307 山二システムサービス株式会社 コンピュータ関連－システム・ソフト開発

5154 ヤマハサウンドシステム株式会社 電気・通信機器類－視聴覚機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

1441 株式会社山與
資材類－建設資材,清掃・駆除等－公園・道路等清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・庭園管理,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運

送・運搬）
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2508 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5215 株式会社ＵＲリンケージ
コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－人材派遣,その

他－その他

5916 弁護士法人結の杜総合法律事務所 その他－その他

1837 株式会社邑計画事務所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,その他－その他

5713 株式会社郵宣協会 その他－広告・看板,広告・出版・イベント－広告・宣伝

2264 株式会社有電社 電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

4025 ＵＤトラックス岩手株式会社 車両類－自動車,車両類－特殊車両,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－車両保守点検

3073 ユニオン広研株式会社 文具・事務機器類－文具・事務用品,繊維類－被服,繊維類－その他,消防防災・保安用具類－防災用品,その他－日用雑貨,その他－記念品・バッジ,その他－広告・看板,その他－その他

1444 ユニック北東北販売株式会社 産業機器類－建設機器

2265 株式会社ユニハイト 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,資材類－動物・飼料保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－医療機器・福祉用具類

5466 ユーロフィン日本総研株式会社 調査・検査・測定－化学物質測定

5183 横河ソリューションサービス株式会社
理化学機器・計測機器類－理化学機器,理化学機器・計測機器類－計測機器,その他－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－理化学機器・計測

機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

2886 横澤林業株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他施設保守点検,財産等売払い－立木,財産等売払い－その他

5139 横浜ウォーター株式会社 その他－その他

5312 横浜金属商事株式会社 その他－時計・貴金属,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物（処理）財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず

1445 株式会社吉田印刷 印刷・製本－一般印刷,印刷・製本－製本

1675 好竹電気株式会社
厨房器具類－厨房機器,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－空調機器,消防防災・保安用具類－消防機器保

守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検

5418 株式会社吉田建設 調査・検査・測定－その他調査

1941 有限会社吉田研磨工業
産業機器類－工作機器,その他－日用雑貨,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検保守・点検・管理（修理・整備を含む）－除排雪,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－植栽・

庭園管理,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

2267 株式会社吉田産業 繊維類－被服,繊維類－皮革・ナイロン・ゴム製品,資材類－建設資材,その他－広告・看板,その他－その他

5592 株式会社吉谷機械製作所 車両類－特殊車両

1786 株式会社よつばテクノ 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検

1935 株式会社読売岩手広告社 その他－広告・看板

5732 株式会社ライズファクトリー 学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,その他－記念品・バッジ,広告・出版・イベント－広告・宣伝

1923 株式会社ライト・ア・ライト 広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営

1882 ライフテック株式会社

文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,理化学機器・計測機器類－理化学機器,理

化学機器・計測機器類－計測機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,産業機器類－空

調機器,資材類－動物・飼料保守・点検・管理（修理・整備を含む）－医療・福祉機器保守点検,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5603 ラサ商事株式会社 産業機器類－建設機器,産業機器類－その他,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検賃貸借－産業機器類

1649 株式会社ラング 調査・検査・測定－調査・統計

5050 ランドブレイン株式会社 コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

4152 リアス観光株式会社 運送・運搬・処理－バス運行,運送・運搬・処理－旅行業

5499 リエスパワーネクスト株式会社 燃料及び油脂製品類－その他

5400 株式会社リクチ漏水調査 調査・検査・測定－漏水調査

5090 株式会社リクルート
学校教材・運動用品・楽器類－教材・図書,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,調査・検査・測定－調査・統計広告・出版・イベント－広告・宣伝,広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その

他

2454 株式会社理研分析センター 調査・検査・測定－大気・環境検査,調査・検査・測定－水質検査,調査・検査・測定－土壌検査・測定調査・検査・測定－化学物質測定
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2600 リコージャパン株式会社

文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙,家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,家具類－その他,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－

福祉用機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含

む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－電気・通信機器類

2487 リコーリース株式会社 賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－医療機器・福祉用具類,賃貸借－電気・通信機器類

1449
リサイクルショップアスカ　齋　藤　美

次
財産等売払い－一般車両・自転車

2552 理水化学株式会社 保守・点検・管理（修理・整備を含む）－上水道施設等保守点検

5525 株式会社理水興業
清掃・駆除等－飲料水貯水槽清掃,清掃・駆除等－オイルタンク清掃,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－下水道施設等保守点検運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,運送・運搬・処理－産業廃棄物

（処理）

4174 有限会社リース工業
家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,車両類－自動車,車両類－特殊車両,車両類－車両部品・用品,資材類－建設資材,そ

の他－その他賃貸借－家具類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－その他

2839 理想科学工業株式会社 文具・事務機器類－事務機器,文具・事務機器類－用紙

1448 株式会社リードコナン
文具・事務機器類－ＯＡ機器,家具類－スチール家具,家具類－その他,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管

理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務,運送・運搬・処理－産業廃棄物（運送・運搬）,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

5281 株式会社流通研究所 調査・検査・測定－調査・統計,調査・検査・測定－その他調査,広告・出版・イベント－広告・宣伝広告・出版・イベント－イベント企画・運営,その他－その他

2379 流通商事株式会社 燃料及び油脂製品類－車両用燃料,燃料及び油脂製品類－暖房用燃料,燃料及び油脂製品類－ガス類

5715 菱光リフト東北株式会社 医療・福祉機器類－福祉用機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検

5704 株式会社両備システムズ
文具・事務機器類－文具・事務用品,文具・事務機器類－ＯＡ機器,文具・事務機器類－用紙保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コン

ピュータ関連－データ入力業務,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器

2881 菱明三菱電機機器販売株式会社
厨房器具類－厨房機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他保守・点検・管理（修理・整備を含む）－空調設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－昇降機・自動ドア保守点検,保守・点検・管

理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検

5317 りらいあコミュニケーションズ株式会社 警備・受付等－受付・展示物案内,コンピュータ関連－データ入力業務,調査・検査・測定－その他調査その他－人材派遣,その他－その他

2629 有限会社ルート 医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－衛生材料

5172 株式会社ＬＥＯＣ その他－調理業務

5376 レキオス・ウォーター株式会社 調査・検査・測定－漏水調査

3075 レジットメディカル株式会社
厨房器具類－厨房機器,理化学機器・計測機器類－理化学機器,医療・福祉機器類－医療用機器,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料,薬品類－医薬品,産業機器類－空調機器賃貸借－医療機

器・福祉用具類

5165 株式会社レスターコミュニケーションズ
電気・通信機器類－家庭用電気機器,電気・通信機器類－放送・通信機器,電気・通信機器類－視聴覚機器,その他－カメラ・写真保守・点検・管理（修理・整備を含む）－電気設備保守点検,保守・点検・管理（修

理・整備を含む）－通信設備保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

4091 株式会社レンタルのニッケン
理化学機器・計測機器類－計測機器,産業機器類－工作機器,産業機器類－農業機器,産業機器類－建設機器,産業機器類－空調機器,産業機器類－その他,車両類－自動車,車両類－特殊車両広告・出版・イベント－イベ

ント企画・運営,賃貸借－事務機器・ＯＡ機器,賃貸借－家具類,賃貸借－電気・通信機器類,賃貸借－産業機器類,賃貸借－一般車両・自転車,賃貸借－特殊車両・建設機械,賃貸借－仮設建築物,賃貸借－イベント用品類

1886 株式会社ロハス 財産等売払い－一般車両・自転車

2868 ワイズ公共データシステム株式会社 文具・事務機器類－ＯＡ機器,コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コンピュータ関連－データ入力業務

1452 株式会社ワーク
文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－通信設備保守点検コンピュータ関連－システム・ソフト開発,コン

ピュータ関連－データ入力業務

2135 株式会社ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ 文具・事務機器類－ＯＡ機器,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－事務機器・ＯＡ機器保守点検,コンピュータ関連－システム・ソフト開発

2274 ワタキューセイモア株式会社
家具類－木製家具,家具類－スチール家具,家具類－室内装飾,繊維類－被服,繊維類－寝具,繊維類－その他,厨房器具類－厨房機器,厨房器具類－厨房用品,医療・福祉機器類－福祉用機器,医療・福祉機器類－衛生材料

保守・点検・管理（修理・整備を含む）－家具・寝具類,その他－クリーニング,賃貸借－繊維類

4183 株式会社渡邊商事 財産等売払い－金属くず,財産等売払い－非鉄金属くず,財産等売払い－一般車両・自転車財産等売払い－特殊車両・建設機械,財産等売払い－その他

4195 有限会社渡辺製作所 印刷・製本－一般印刷,その他－広告・看板,保守・点検・管理（修理・整備を含む）－その他設備保守点検

5084 ワールドウォーターバッグ株式会社 消防防災・保安用具類－防災用品
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