
令和元・２年度

許可番号 測量 建築 土木 地質 補助 建築 測量 その他

ｺﾝｻﾙ ｺﾝｻﾙ 調査 ｺﾝｻﾙ 設計 証明 役　職 氏　名
大阪府 アイテック（株） 役務 下水道維持管理 代表取締役 前田　幸治 大阪市北区梅田3-3-10 06-6346-0036 06-6346-0038 盛岡支店
愛知県 （株）アイホー 物品 厨房機械器具 代表取締役社長 寺部　良洋 愛知県豊川市白鳥町防入６０ 0533-88-5111 0533-88-4510 盛岡営業所
秋田県 （株）秋田県分析化学センター 物品・役務 環境アセス 代表取締役 今井　一 秋田市八橋字下八橋１９１番地の４２ 018-862-4930 018-862-4028

秋田県 秋田築炉工業 取締役社長 長田　陽一 秋田県由利本荘市石脇字田尻28-71 0184-27-2808 0184-27-2809

東京都 浅野アタカ（株） 物品・役務 薬品・し尿維持管理 代表取締役 小川　暢也 東京都台東区北上野二丁目8番7号 03-5827-7051 03-5827-7058 東北営業所
東京都 浅野アタカ（株） 特00－010770 819 Ｂ 706 Ｃ 866 Ａ 814 Ａ 2 3 代表取締役 小川　暢也 東京都台東区北上野二丁目8番7号 03-5827-7051 03-5827-7058 東北営業所
東京都 アタカメンテナンス（株） 物品・役務 薬品・運転業務 取締役社長 南　憲一郎 東京都台東区東上野３丁目１－１３ 03-3844-6590 03-3844-6595

東京都 （株）安藤・間 特00-020330 1960 Ａ 1990 Ａ 1312 Ａ 1311 Ａ 1351 Ａ 829 1295 19 43 59 139 代表取締役社長 福富　正人 東京都港区赤坂６－１－２０ 03-6234-3615 03-6234-3703 東北支店
仙台市 いすゞ自動車東北（株） 物品 自動車 代表取締役 川浪　正人 十和田市大字三本木字千歳森174-2 23-5331 23-5334 十和田支店
埼玉県 （株）ウィズウェイストジャパン 物品・役務 ごみ容器・施設管理 代表取締役 山田　耕 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目224番地1 048-668-1414 048-665-4801

岡山県 （株）エイト日本技術開発 ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役 小谷　裕司 岡山市北区津島京町3-1-21 086-252-8917 086-252-7509 盛岡支店
東京都 （株）エスアールエル 物品・役務 臨床検査・ダイオキシン 代表取締役 東　俊一 東京都新宿区西新宿２－１－１ 03-6279-0939 03-6279-0978

東京都 （株）エスアールエル 物品・役務 臨床検査類 代表取締役 東　俊一 東京都新宿区西新宿２－１－１ 03-6279-0939 03-6279-0978

東京都 (株)エックス都市研究所 ○ 役務 コンサル 代表取締役 内藤　弘 仙台市青葉区中央2丁目7-30 022-395-9174 022-395-9184 東北事務所
東京都 エヌエス環境（株） 物品・役務 精密機器・アセス 代表取締役 浅野　幸雄 東京都港区芝公園１丁目2-9 017-739-0451 017-739-0455 青森支店
東京都 エヌエス環境（株） 00-015239 6 1 1 代表取締役 浅野　幸雄 東京都港区芝公園１丁目2-9 017-739-0451 017-739-0455 青森支店
東京都 エヌエス環境（株） ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役 浅野　幸雄 東京都港区芝公園１丁目2-9 017-739-0451 017-739-0455 青森支店
大阪府 エヌエス環境テクノロジー（株） 特00-006090 750 Ｂ 775 Ｂ 780 A 780 A 1 3 代表取締役 下田　栖嗣 大阪市此花区西九条5-3-28 06-4804-5503 06-4804-5532 東京支店
東京都 （株）ＮＪＳ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦１－１－１ 03－6324－4355 03－6324－4356 青森支店
東京都 （株）ＬＳＩメディエンス 役務 臨床検査 代表取締役 渡部　晴夫 東京都千代田区内神田一丁目13番4号 03-5577-0601 03-5577-0651

東京都 （株）オオバ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町三丁目7番１号 03-5931-5802 03-5931-5861 東北・北支店
岡山県 (株)大本組 00-002646 1628 Ａ 1693 Ａ 1048 Ａ 1099 Ａ 1021 Ａ 290 231 102 65 12 23 代表取締役社長 大本　万平 岡山県岡山市北区内山下1-1-13 086-225-5131 086-227-5145 東北支店
東京都 沖ウィンテック（株） 00-001990 819 Ａ 1325 Ａ 926 Ａ 814 Ａ 1 取締役社長 竹内　敏尚 東京都品川区北品川１－１９－４ 03-3740-2111 03-3740-2164 東北支店
東京都 沖ウィンテック（株） 取締役社長 竹内　敏尚 東京都品川区北品川１－１９－４ 03-3740-2111 03-3740-2164 東北支店
東京都 沖電気工業（株） 物品・役務 精密機器・ソフト開発 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 03-3501-3111 03-3501-3914 東北支社
東京都 沖電気工業（株） 特00－005225 1102 Ａ 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 03-3501-3111 03-3501-3914 東北支社
宮城県 （株）オプス 19402 代表取締役 菅原　俊樹 仙台市青葉区小田原5-1-45 227223301 227229903
埼玉県 （株）カンエイﾒﾝﾃﾅﾝｽ 物品・役務 ごみ保守点検 代表取締役 山田　正己 埼玉県行田市桜町一丁目6番10号 048-554-9511 048-554-9450 仙台営業所
東京都 鹿島建設（株） 特00－002100 2027 Ａ 2049 Ａ 1381 Ａ 1358 Ａ 1375 Ａ 1718 2763 13 44 代表取締役社長 押味　至一 東京都港区赤坂１－３－１ 022-261-7243 022-261-9067 東北支店
東京都 (株)山下設計 役務 コンサル 代表取締役社長 藤田　秀夫 東京都中央区日本橋小網町6-1 022-225-4201 225-4197 東北支社
大阪市 （株）環境技術研究所 ○ ○ コンサル 環境アセス 代表取締役 篠田　公平 大阪市西区阿波座1-3-15 06-6532-2837 06-6532-9025

京都府 環境計測（株） 物品・役務 精密機械・アセス 代表取締役 石川　理積 京都市伏見区竹田三ツ杭町84番地 017-735-4007 017-735-4007 青森サービススセンター

東京都 北沢産業（株） 物品･役務 厨房機器 代表取締役社長 北川　正樹 東京都渋谷区東2-23-10 0178-44-5522 44-5523 八戸営業所
岩手県 北日本通信（株） 物品・役務 ＯＡ機器 代表取締役 瀬川　純 盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000 019-652-3266

岩手県 北日本通信（株） 特00－021931 738 Ｂ 1005 Ａ 代表取締役 瀬川　純 盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000 019-652-3266

東京都 キヤノンシステムアンドサポート（株） 物品・役務 精密機器 代表取締役 平賀　剛 東京都港区港南二丁目16番6号 03-6719-7111 03-6719-7001 十和田営業所
東京都 （株）ぎょうせい 物品・役務 図書類・広告等 代表取締役 成吉　弘次 仙台市青葉区錦町1-6-31 022-222-6552 022-217-2372 東北支社
東京都 （株）協働管財 物品･役務 残骨処理 代表取締役 塚本　吉朗 東京都新宿区若葉一丁目10番11号 03-3353-1120 03-3353-1130

盛岡市 共立医科器械(株) 物品･役務 医薬品 代表取締役 小野寺　壽和 八戸市根城3丁目18-3 0178-43-2923 0178-44-1957 八戸支店
東京都 （株）共和エクシオ 209 8 10 1 35 2 代表取締役 小園　文典 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 03-5778-1141 03-5778-1214

東京都 共和化工（株） 特00－004794 763 Ｂ 666 Ｃ 701 Ａ 908 Ａ 1 3 代表取締役 吉村　俊治 東京都品川区西五反田七丁目25番19号 03-3494-1311 03-3494-1340 東北支店
千葉県 極東サービス（株） 00-021520 771 A 代表取締役 島田　直弥 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 047-482-1411 047-485-1627

岩手県 （株）久慈設計 ○ 代表取締役 久慈　竜也 岩手県盛岡市紺屋庁－１１ 017-765-4767 017-765-4768 青森事務所
東京都 （株）クリタス 物品・役務 上下水道関係 代表取締役 黒川　洋一 東京都豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0301 03-3590-3396 東北支店
東京都 （株）クリタス 特00－017064 933 Ａ 870 Ａ 997 Ａ 1139 Ａ 7 4 5 1 代表取締役 黒川　洋一 東京都豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0301 03-3590-3396

川崎市 京浜築炉工業（株） 代表取締役 的場　和香 川崎市川崎区南町２０－３ 044-233-9106 044-233-9109 いわき委任状
東京都 （株）建設技術研究所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 03-3668-0451 03-5695-1881 青森事務所
東京都 （株）元創 物品・役務 火葬炉用品・火葬残骨 代表取締役 石住　秀樹 東京都杉並区高円寺三丁目24番31号 03-6911-3777 03-6911-3779

福島県 （株）恒和薬品 物品・役務 薬品 代表取締役 滝田　康雄 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46－1 024－959－6611 024－959－6546 八戸営業所
東京都 国際航業（株） 物品・役務 航空カメラ・ソフト 代表取締役社長 土方　聡 東京都千代田区六番町２ 03-3262-6221 03-3262-7020 青森営業所
東京都 国際航業（株） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 土方　聡 東京都千代田区六番町２ 03-3262-6221 03-3262-7020 青森営業所
千葉県 コスモ都市開発（株） 物品･役務 ゴミ袋販売 代表取締役 小高　清司 千葉県旭市口の848-2 0479-63-5829 0479-64-2220

東京都 コマツカスタマーサポート（株） 物品 建設機械 代表取締役 三浦　和明 東京都港区白金１丁目１７番３号 050-3486-4123 03-3473-8128 東北カンパニー　八戸支店

岩手県 佐藤築炉工業（株） 00－023818 代表取締役 大森　好二 岩手県花巻市上根子字米倉１００－１ 0198-24-0561 0198-24-0562

大阪府 （株）三輝 役務 残骨処理 代表取締役 中道　高司 大阪市北区同心１ー１０－１２ 06-6881-3000 06-6881-3001

東京都 （株）産業公害・医学研究所 役務 環境測定 代表取締役 関口　知生 八戸市大字河原木字浜名谷地76 0178-28-9424 0178-28-8654 八戸分室
東京都 （株）産業公害・医学研究所 ○ 代表取締役 関口　知生 八戸市大字河原木字浜名谷地76 0178-28-9424 0178-28-8654 八戸分室
大阪府 （株）三水コンサルタント ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪市北区中之島6-2-40 06-6447-8181 017-718-4860 青森事務所
静岡県 （有）サンテック 役務 斎場焼却残渣 取締役 佐野　宏二 静岡県富士宮市大中里1274-6 0544-58-0606 0544-58-0606

山形県 （株）三和技術コンサルタント 〇 〇 〇 〇 〇 代表取締役 佐藤　修司 山形県村山市楯岡二日町7-21 0237-55-3535 0237-55-3526
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東京都 三和シャッター工業（株） 00-022214 1110 Ａ 13 代表取締役 髙山　盟司 東京都板橋区新河岸2丁目3番5号 03-5998-9111 03-5998-8174 十和田営業所
東京都 三和シャッター工業（株） 物品・役務 シャッター・ドア製品 代表取締役 髙山　盟司 東京都板橋区新河岸2丁目3番5号 03-5998-9111 03-5998-8174 十和田営業所
東京都 ジェイフイルム（株） 物品・役務 ゴミ袋 代表取締役社長 前田　恒義 東京都千代田区東神田2-5-15 03-3862-9330 03-3862-1616

秋田県 （株）シグマソリューションズ 物品・役務 医療機器・建物管理 代表取締役 北畠　寿人 秋田市卸町三丁目４－１ 018-864-1561 018-823-2601 青森支店
神戸市 （株）神鋼環境ソリューション 物品・役務 焼却施設・運転 取締役社長 粕谷　強 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-78 022-761-6651 022-263-2049 東北支店
神戸市 （株）神鋼環境ソリューション 特00－004166 1062 Ａ 1099 Ａ 1200 Ａ 1132 Ａ 42 33 5 7 取締役社長 粕谷　強 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-78 022-761-6651 022-263-2049 東北支店
神戸市 神鋼環境メンテナンス（株） 物品・役務 焼却施設運転・薬品 代表取締役 山上　惠造 神戸市中央区磯上通２－２－２１ 078-261-7940 078-261-7949

兵庫県 新明和工業（株） 特00－004305 1130 Ａ 1092 Ａ 1236 Ａ 1096 Ａ 32 15 19 11 代表取締役 五十川 　龍之 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 0798-56-5000 0798-56-5001 環境システム本部　営業部

東京都 水道機工（株） 8 1 1 代表取締役  角川　政信 東京都世田谷区桜丘5-48-16 03-3426-2131 03-3427-3388

東京都 水ｉｎｇ 物品・役務 環境衛生機器・管理 代表取締役社長 水谷　重夫 東京都港区港南１－７－１８ 03-6830-9000 03-5479-8590 東北支店委任状
東京都 水ｉｎｇ 特00-010617 45 21 3 代表取締役社長 水谷　重夫 東京都港区港南１－７－１８ 03-6830-9000 03-5479-8590 東北支店委任状
東京都 セコム（株） 物品・役務 医療機器・建物管理 代表取締役 中山　泰男 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 0176-22-5951 0176-25-3270

大阪府 （株）錢高組 特00－003250 1629 Ａ 1754 Ａ 1022 Ａ 1095 Ａ 939 Ａ 165 222 4 7 31 取締役社長 銭高　久善 大阪市西区西本町2-2-4 06-6531-6431 06-6538-7900 東北支店
東京都 （株）創和 物品・役務 台車保護材・残骨処理 代表取締役 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号 03-5637-8888 03-5637-8889

東京都 (株)相和技術研究所 役務 コンサル 代表取締役 平野　尚久 青森市本町2丁目4-10 017-723-2961 017-773-3175 青森事務所
山形県 第一物産（株） 物品・役務 化学薬品 代表取締役 富樫　藤和 山形県酒田市卸町1-12 0178-28-3325 0178-20-4118 八戸支店
三沢市 太洋電設(株) 02-006395 699 Ｃ 904 Ａ 代表取締役 阿部　恵美子 三沢市大字三沢字中平50-1 57-3271 57-5326
東京都 (株)タムラ 役務 火葬炉残灰 代表取締役 田村　浩章 東京都江戸川区西一之江4-9-28 03-3652-4000 03-3652-4065

東京都 （株）長大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 役務 コンサル 代表取締役社長 永谷　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 03-3639-3301 03-3639-3366

東京都 辻・本郷税理士事務所 役務 本郷　孔洋 八戸市城下4丁目２５－５ 0178-45-1131 45-5160
東京都 帝国繊維株式会社 ○ 物品 防災機器 取締役社長 白岩　強 東京都中央区日本橋2-1-10 03-3281-3036 03-3274-6397

東京都 （株）東京設計事務所 ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 刈谷　薫 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 03-3580-2751 03-3580-2749 青森事務所
千葉県 東京テクニカル・サービス（株） ○ 代表取締役 吉池　南 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１ 047-354-5337 03-5667-1084 環境調査
秋田県 東光鉄工（株） 00-018122 968 Ａ 750 Ｂ 714 Ａ 699 Ａ 17 3 13 4 代表取締役 虻川　東雄 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下19-1 0186-48-3234 0186-48-5922

東京都 東邦薬品（株） 物品・役務 医療用機器 代表取締役 枝廣　弘巳 十和田市東二十三番町１７番１６号 22-2444 23-1762 十和田営業所
福島県 東北アルフレッサ（株） 物品 医療用機器・医薬品 代表取締役 川島　啓嗣 福島県郡山市喜久田町卸一丁目４６番地1 024-959-6611 024-959-6546 八戸支店
仙台市 東北共和メンテナンス（株） 物品・役務 水処理 代表取締役 小金丸武己 仙台市青葉区立町１－３ 022-224-6284 022-224-6776

仙台市 東北緑化環境保全（株） 役務 調査・研究保守管理 代表取締役 林　隆壽 仙台市青葉区本町2-5-1 022-263-0607 022-223-5237 八戸支社
東京都 東洋建設（株） 特00-002405 1804 Ａ 1678 Ａ 1110 Ａ 1187 Ａ 1126 Ａ 575 206 2 1 33 33 代表取締役社長 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町1-105 03-6361-5462 03-3518-9479 東北支店
石川県 （株）東洋設計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 役務 コンサル 代表取締役 延命　正太郎 石川県金沢市諸江町中町212-1 076-233-1124 076-233-1224

福岡県 東洋ホイスト（株） 物品・役務 産業機械 代表取締役 東谷　典章 福岡県糟屋郡新宮町下府2-11-1 092-962-1431 092-962-2608

福岡県 東洋ホイスト（株） 00-004927 741 Ａ 代表取締役 東谷　典章 福岡県糟屋郡新宮町下府2-11-1 092-962-1431 092-962-1433 東京支店
大阪府 （株）トーケミ 物品・役務 水質機器類 代表取締役 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北1丁目12-11 06-6301-3141 06-6308-6228 仙台営業所
大阪府 （株）トーケミ 00-015975 697 Ｃ 803 Ａ 2 代表取締役 細谷　一彦 大阪市淀川区田川北1丁目12-11 06-6301-3141 06-6308-6228 東部支店
東京都 巴工業（株） 物品 工業機械 代表取締役 山本　仁 東京都品川区北品川5-5-15 03-3442-5120 03-3442-5179 仙台営業所
東京都 巴工業（株） 特00－005120 905 Ａ 代表取締役 山本　仁 東京都品川区北品川5-5-15 03-3442-5120 03-3442-5179 仙台営業所
東京都 （株）巴商会 物品 ガス類 代表取締役 深尾　定尾 東京都大田区蒲田本町一丁目２－５ ０３－３７３４－１１１１ ０３－３７３９－１０７０ 秋田営業所
愛媛県 （株）トラスト 代表取締役 長屋　孝司 愛知県清須市西枇杷島町地領1-13-24 052-502-9514 052-502-9516

大阪府 （株）酉島製作所 物品・役務 ポンプ部品・点検整備業務 代表取締役社長 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町一丁目１－８ 072-695-0551 072-693-1288 仙台支店
大阪府 （株）中西製作所 物品 厨房機器 代表取締役 中西　一真 大阪市生野区巽南五丁目4番14号 06-6791-1111 06-6793-5151 青森営業所
大阪府 （株）中西製作所 00-005927 1260 A 代表取締役 中西　一真 大阪市生野区巽南五丁目4番14号 06-6791-1111 06-6793-5151 東北支店
新潟県 (株)ナカノアイシステム 物品 スキャナー 代表取締役 坂井　浩 新潟市中央区鳥屋野４３２ 0172-31-3391 31-3392 青森営業所
新潟県 (株)ナカノアイシステム ○ ○ 役務 コンサル 代表取締役 坂井　浩 新潟市中央区鳥屋野４３２ 0172-31-3391 31-3392 青森営業所
東京都 ナブコシステム（株） 物品･役務 自動ドア 代表取締役 山村　望 青森市西大野5-7-8 017-762-7253 762-7254 青森支店
東京都 ナブコシステム（株） 特00-004688 754 Ｂ 1 1 代表取締役 山村　望 青森市西大野5-7-8 017-762-7253 762-7254 青森支店
岩手県 ㈱南部医理科 物品 医療機器・ 代表取締役 名郷根　正昭 岩手県紫波郡矢巾町高田10-78-1 019-697-3264 019-697-3519 八戸営業所
東京都 （株）西原環境 物品・役務 薬品・下水維持管理 代表取締役 ﾔﾆｯｸ　ラット 東京都港区海岸3-20-20 03-3455-4441 03-3455-4465 東北営業所
東京都 （株）西原環境 特00－011565 881 Ａ 779 Ｂ 1021 Ａ 1116 Ａ 11 1 14 代表取締役 ﾔﾆｯｸ　ラット 東京都港区海岸3-20-20 03-3455-4441 03-3455-4465 東北営業所
東京都 （株）ニチイ学館 物品・役務 福祉用具・医事業務委託 代表取締役 森　信介 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 03-3291-2121 03-3291-6886

大阪府 （株）日建技術コンサルタント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 平井　成典 大阪市中央区谷町6-4-3 06-6766-3900 06-6766-3910 東北支社
東京都 日興通信（株） 物品・役務 電子機器・ソフト 代表取締役 鈴木　範夫 東京都世田谷区桜丘一丁目2番22号 03-5451-1717 03-5451-1712 青森支店
東京都 日興通信（株） 00-016673 822 Ａ 代表取締役 鈴木　範夫 東京都世田谷区桜丘一丁目2番22号 03-5451-1717 03-5451-1712 青森支店
大阪府 （株）日産技術コンサルタント ○ ○ ○ ○ 代表取締役 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前1-2-15 06-6944-0224 06-6944-3414 東北事務所
東京都 （株）日水コン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 03-5323-6200 03-5323-6480 青森事務所
東京都 日通商事（株） 物品･役務 賃貸借 代表取締役社長 新居　康昭 東京都港区海岸一丁目14番22号 03-6734-8811 03-6734-8239 仙台支店
東京都 日本電気（株） 特00-005526 1028 Ｂ 1298 Ａ 代表取締役執行役員社長 新野　隆 東京都港区芝５－７－１ 03-3454-1111 0177-76-9210 青森支店
東京都 日本電気（株） 物品 電子機器 代表取締役執行役員社長 新野　隆 東京都港区芝５－７－１ 03-3454-1111 0177-76-9210 青森支店
神奈川県 （財）日本環境衛生センター ○ 役務 環境アセス 理事長 南川　秀樹 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号 044-288-4896 044-299-2294

神奈川県 （財）日本環境衛生センター ○ 理事長 南川　秀樹 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号 044-288-4896 044-299-2294

東京都 （株）日本環境工学設計事務所 ○ ○ ○ ○ 代表取締役 岩脇　成彦 東京都千代田区神田神保町２-７-３ 03-3265-0551 03-3265-0550
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東京都 日本キャタピラー（合） 物品 重機類 八戸営業所所長 小野　透 八戸市桔梗野工業団地二丁目12番30号 0178-28-1701 0178-28-1706

東京都 日本工営（株） ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役 有元　龍一 東京都千代田区九段北1-14-6 03-3238-8320 03-3238-8572 青森事務所
東京都 日本水工設計（株） ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 017-732-1125 017-776-1081 青森事務所
東京都 日本調理機（株） 00－008895 代表取締役社長 齋藤　有史 東京都大田区東六郷三丁目１５－８ 03－3738－8259 ０３－３７３４－３１５０ 青森営業所
東京都 日本調理機（株） 物品・役務 厨房機器 代表取締役 齋藤　有史 東京都大田区東六郷三丁目１５番８号 03－3738－8251 ０３－３７３６－５８００ 青森営業所
東京都 （株）パイネル 物品・役務 電力供給 代表取締役 名越　達彦 東京都千代田区大手町１－５－１ 03-6880-9255 03-67401733

山形県 （株）ハムシステム庄内 00-024870 代表取締役 佐藤　公俊 酒田市両羽町6-4 0234-24-3422 0234-24-3418

山形県 （株）ハムシステム庄内 物品 消防無線 代表取締役 佐藤　公俊 酒田市両羽町6-4 0234-24-3422 0234-24-3418

大阪府 （株）阪神マテリアル 役務 火葬残骨 代表取締役 中道　史和 大阪市住之江区北加賀屋三丁目２番１８号 06-6681-1900 06-6681-1159

札幌市 東日本テクノ(株) 代表取締役 吉田　智 札幌市中央区大通西9丁目3番地33 011－233－2114 011－233－2824 青森支店
埼玉県 日立建機日本(株) 物品 重機類 代表取締役 榎本　一雄 十和田市大字洞内字井戸頭144-261 0176-23-7361 0176-23-7364 十和田営業所
東京都 （株）日立製作所 物品 電気機器 執行役社長 東原　敏昭 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 017-775-1371 017-773-2963 東北支社
東京都 （株）日立製作所 特00-004702 1309 Ａ 1229 Ａ 1979 A 1545 A 171 66 11 8 執行役社長 東原　敏昭 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 03-3258-1111 03-4564-1444 東北支社
大阪府 日立造船 物品・役務 電気機器 取締役社長 谷所　敬 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7-89 03-6569-0001 06-6569-0002 東北支社
大阪府 日立造船 特00－003395 1365 Ａ 1308 Ａ 1354 Ａ 1330 Ａ 969 Ａ 135 61 3 5 3 1 取締役社長 谷所　敬 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7-89 03-6569-0001 06-6569-0002 東北支社
東京都 （株）日立ビルシステム 役務 空調・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守 取締役社長 関　秀明 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 03-3295-1211 03-3253-3717 東北支社
東京都 （株）日立ビルシステム 00-005570 1037 Ｂ 1425 Ａ 1507 Ａ 4 取締役社長 関　秀明 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 03-3295-1211 03-3253-3717 東日本支社
新潟県 富士建設工業（株） 物品・役務 火葬備品・建物保守 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市島見町３３０７－１６ 025-255-4161 025-255-3301

新潟県 富士建設工業（株） 特00－010547 803 Ｂ 2 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市島見町３３０７－１６ 025-255-4161 025-255-3301

東京都 富士ゼロックス株) 物品・役務 事務用品等 代表取締役 玉井　光一 東京都港区赤坂九丁目7番3号 03-6271-5111 青森営業所
東京都 （株）フジタ 特00－019796 1888 Ａ 1942 Ａ 1373 Ａ 1476 Ａ 1280 Ａ 664 1064 22 7 15 代表取締役 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 03-3402-1911 03-3405-5765 東北支店
神奈川県 （株）富士通ゼネラル 物品 電気通信 代表取締役 斎藤　悦郎 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号 022-239-5171 022-239-5105 東北情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

神奈川県 （株）富士通ゼネラル 特00－005828 代表取締役 斎藤　悦郎 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号 022-239-5171 022-239-5105 東北情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

神奈川県 （株）富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株） 特00－017411 807 Ｂ 854 Ａ 1157 Ａ 836 Ａ 1 5 1 3 代表取締役社長 松本　端午 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号 045-752-9800 045-228-5025 東北支店
滋賀県 フジテック（株） 役務 昇降機保守点検 代表取締役社長 内山　高一 滋賀県彦根市宮田町５９１－１ 0749-30-7111 0749-30-7052 北日本支社東北支店

滋賀県 フジテック（株） 特00-004643 949 Ｂ 2 代表取締役社長 内山　高一 滋賀県彦根市宮田町５９１－１ 0749-30-7111 0749-30-7052 北日本支社東北支店

東京都 富士電機(株) 00-023688 1128 Ａ 1434 Ａ 1943 Ａ 1621 Ａ 12 26 2 14 代表取締役社長 北澤　通宏 東京都品川区大崎1-11-2 03-5435-7111 03-5435-7485 東北支社
香川県 （株）フソウ 特00－003781 1330 Ａ 1128 Ａ 1270 Ａ 1321 Ａ 49 15 5 0 1 代表取締役社長 野村　充伸 香川県高松市郷東町７９２番地８ 087-881-0210 087-881-0219 東北支店
東京都 扶桑電通（株） 物品･役務 電気通信 代表取締役 有冨　英治 東京都中央区築地5-4-18 017-775-2031 017-774-4720 青森営業所
東京都 扶桑電通（株） 特00－005087 代表取締役 有冨　英治 東京都中央区築地5-4-18 03-3544-7211 03-3544-7210 青森営業所
神奈川県 （株）ヘリオス 14-059406 代表取締役 富野　養二郎 神奈川県三浦市南下浦町菊名1247-49 046-887-2011 046-887-2023

五所川原市 豊和コンサルタント（株） 〇 〇 〇 〇 代表取締役 斎藤　和博 五所川原市金木町嘉瀬萩元229-3 0173-53-3306 0173-53-3360

仙台市 （株）マリンテクノサービス 04－016791 561 Ｂ 代表取締役 佐々木　正人 仙台市泉区八乙女中央1-6-15 022-771-2361 022-7771-2366

仙台市 （株）マリンテクノサービス 〇 代表取締役 佐々木　正人 仙台市泉区八乙女中央1-6-15 022-771-2361 022-771-2366 青森営業所
仙台市 （株）マリンテクノサービス 役務 消防無線保守 代表取締役 佐々木　正人 仙台市泉区八乙女中央1-6-15 022-771-2361 022-771-2366 青森営業所
東京都 （株）ﾏﾙｾﾞﾝ 物品・役務 厨房機器 代表取締役 渡辺　恵一 東京都台東区根岸2丁目19番18号 03-5603-7111 03-5603-7738 八戸営業所
東京都 （株）ﾏﾙｾﾞﾝ 00－014034 1324 Ａ 代表取締役 渡辺　恵一 東京都台東区根岸2丁目19番18号 03-5603-7111 03-5603-7738 仙台営業所
愛媛県 三浦工業（株） 物品・役務 ボイラー・メンテナンス 代表取締役 増原　重樹 愛媛県松山市堀江７ 089-979-1111 089-978-2321

東京都 三井金属ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 特00－007628 1241 Ａ 1188 Ａ 1287 Ａ 1322 Ａ 31 15 17 4 1 代表取締役社長 青木　一彦 東京都墨田区錦糸三丁目2番1号 0178-28-2041 0178-28-5251 東北支店
富山県 （株）宮本工業所 特00-002227 878 Ａ 976 Ａ 5 代表取締役 宮本　芳樹 富山市奥田新町12-3 076-441-2201 076-441-6645 火葬炉
東京都 美和電気工業（株） 物品・役務 電気通信機器・ソフト 代表取締役社長 山本　裕 八戸市キタインター工業団地1-1-44 0178-20-4303 0178-20-4230 八戸営業所
東京都 美和電気工業（株） 00-003943 1222 Ａ 代表取締役社長 山本　裕 東京都新宿区新宿２－８－１ 03-3341-2101 03-3341-4426 八戸営業所
東京都 メタウォーター（株） 特00-017149 1125 Ａ 1081 Ａ 1724 Ａ 1136 Ａ 40 16 3 5 代表取締役社長 中村　靖 東京都千代田区神田須田町１－２５ 03-6853-7300 03-6853-8710 東北営業部
東京都 メタウォーター（株） 物品 機械器具 代表取締役社長 中村　靖 東京都千代田区神田須田町１－２５ 03-6853-7300 03-6853-8710 東北営業部
兵庫県 （株）モリタ 物品 消防自動車 代表取締役 尾形　和美 兵庫県三田市テクノパーク1-5 079-568-7800 568-7951
東京都 八千代エンジニヤリング（株） ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 03-5822-2900 03-5822-2790 北日本支店
秋田市 山二システムサービス（株） 物品・役務 パソコン・ソフト 代表取締役 西村　幸彦 秋田市仁井田新田二丁目16番13号 018-839-2881 018-839-0051 青森営業所
静岡県 （株）ヤマモト 物品･役務 斎場焼却残渣 代表取締役 山本　文洋 静岡県富士宮市山宮２３４４ 0544-58-1780 0544-58-1781

仙台市 （株）ユアテック 特00－001902 1587 Ａ 1375 Ａ 1891 Ａ 1582 Ａ 1389 Ａ 247 33 49 2 代表取締役 佐竹　勤 仙台市宮城野区榴ヶ岡四丁目1番１号 022-296-2111 022-296-2118 十和田営業所
神奈川県 横浜金属商事（株） 役務 残骨処理 代表取締役 比嘉　賢太郎 相模原市緑区橋本台3-5-2 042-774-5481 042-773-7266 仙台事業所
山形県 （株）理研分析センター ○ 代表取締役 菅原　幸司 山形県鶴岡市道形町１８番１７号 0235-24-4427 0235-24-4429

秋田市 （株）炉研 特00-026391 612 Ｃ 1 代表取締役 三浦　亨 秋田県秋田市寺内神屋敷11-18 018-846-6455 018-857-1726

大阪府 ロジスネクストユニキャリア（株） 物品･役務 車両建設機械 代表取締役 山口　陽一 大阪府守口市大日東町３５番２号 06-6902-1133 06-6902-1131 十和田支店ｔｃｍ
京都府 ワタキュ-セイモア（株） 物品・役務 白衣・紙おむつ類 代表取締役 村田　清和 京都府綴喜郡井手町大字多賀子字茶臼塚12-1 0178-28-8181 0178-28-8119 八戸営業所


