
No 業 者 名 所在地
1 （有）アート印刷 青森県十和田市東十五番町１１番３－２号
2 （株）アート･サイン 青森県十和田市東一番町１２－１３
3 （株）青森共同計算センター 青森県青森市第二問屋町三丁目１０番２６号
4 （公社）青森県シルバー人材センター連合会 青森県青森市中央一丁目２５番３号　青森共栄火災ビル４階
5 青森重工（株） 青森県十和田市伝法寺字大窪２番地３０
6 青森精機（株） 青森県青森市問屋町二丁目１２番２３号
7 青森綜合警備保障（株） 青森県青森市第二問屋町三丁目１－６３
8 （株）青森ダイハツモータース 青森県青森市石江字岡部８５－３
9 青森タクシー(株) 青森県青森市大字新町野字幾田２－２８
10 青森つばめプロパン販売（株） 青森県八戸市大字十日市字上樋田２６番地１１
11 青森電気工業（株） 青森県十和田市大字三本木字稲吉１２１－５３
12 青森トヨタ自動車（株） 青森県青森市合浦二丁目１９番２３号
13 青森ニチレキ（株） 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－７５
14 青森花火（株） 青森県十和田市稲生町１１番３号
15 青森日野自動車（株） 青森県青森市野木字山口１６４番地８２
16 青森みちのく警備保障（株） 青森県十和田市三本木字北平７３番地１
17 青森三菱自動車販売（株） 青森県青森市石江字四丁目１－２
18 青森三菱ふそう自動車販売（株） 青森県青森市石江字江渡８３番地１
19 青森リース（株） 青森県十和田市伝法寺字大窪６２番地１
20 赤城表具内装店 青森県十和田市東三番町３‐５０
21 （株）赤坂工務店 青森県十和田市西四番町１４－２８
22 （有）赤坂推建工業 青森県十和田市東二十一番町２１－５３
23 赤崎電業 青森県十和田市大字奥瀬字下山３３５－２
24 （有）赤佳建設 青森県十和田市大字奥瀬字前田２８－１
25 （有）悪原板金塗装 青森県十和田市大字三本木字本金崎２３０番地８
26 （株）アグロジャパン 新潟県新潟市江南区曙町5丁目1番3号
27 （有）ア・ジェント 青森県十和田市西二十三番町１５番４号
28 （有）あすなろ造園 青森県十和田市大字滝沢字道ノ上８－２
29 （株）新川電気 青森県十和田市元町西一丁目１３－３１
30 （有）新谷建築工業 青森県十和田市大字三本木字上平１９３－３
31 （有）新屋敷造園 青森県十和田市大字沢田字中道８１－１０
32 （株）イーストツアー 青森県十和田市東二十二番町１０－２８
33 育栄管財（株） 青森県三沢市栄町一丁目３１番地３８０８号
34 （有）池田ビジネス 青森県十和田市東三番町５番４９号カサ・セレーナ１０２
35 伊沢電器 青森県十和田市東二十二番町１０番４１号
36 （株）石倉工務店 青森県十和田市大字米田字石倉８８－４
37 石倉住建 青森県十和田市大字米田字石倉８１
38 いすゞ自動車東北（株） 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目１０番地の１４
39 （株）泉電気工事店 青森県十和田市西六番町７－１７
40 （株）ヰセキ東北 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼１‐２
41 （有）稲生自動車整備工場 青森県十和田市元町西六丁目１１番１５号
42 （株）稲本商店 青森県十和田市稲生町１５－４０
43 （有）今泉建材 青森県十和田市大字三本木字千歳森３３９－３７
44 今泉建設工業（株） 青森県十和田市大字三本木字稲吉１２１－８８４
45 （株）今泉工務店 青森県十和田市大字米田字向久保６－５２
46 今泉プロパン 青森県十和田市米田字向町７３番地
47 芋田電気（株） 青森県十和田市洞内字後野２１番地８
48 （有）岩木建設 青森県十和田市大字洞内字井戸頭１７５－１
49 （株）岩間印刷 青森県十和田市稲生町１５番１４号
50 （有）印刷屋のとざわ 青森県十和田市西二番町１番３４号
51 (有)インテリアヌマタ 青森県十和田市元町西四丁目６番２８号
52 （有）後沢商店 青森県十和田市三本木字並木西６５番地３
53 （株）内田洋行ITソリューションズ 東京都港区新橋六丁目１番１１号
54 漆舘園芸（株） 青森県十和田市滝沢字道ノ北１５番地１
55 漆舘建設（株） 青森県十和田市東四番町６－８
56 漆舘興業（株） 青森県十和田市東十六番町４－３３
57 （有）漆畑建設工業 青森県十和田市大字三本木字北平１９６－１
58 （株）上道建設 青森県十和田市西六番町８－２９
59 （株）エイ・ジェイ・アイ 青森県十和田市西十一番町２４－１９
60 （株）エコー 青森県十和田市東一番町６－５１
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61 （有）エコサービス 青森県十和田市西十六番町２９－９
62 ＥＮＥＯＳグローブエナジー（株） 東京都千代田区永田町二丁目１１－１
63 （株）エフピー 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢１８０
64 （有）エムディ 青森県十和田市元町西五丁目１６‐１６
65 （株）遠藤商店 青森県十和田市東十六番町５番３号
66 （有）おいらせ自動車工業 青森県十和田市大字法量字渕瀬２９－５
67 奥入瀬電工（株） 青森県十和田市相坂字相坂７７－５
68 大久保印刷（有） 青森県十和田市三本木字西小稲２１０番地２
69 （株）大阪 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢１９１
70 （有）相坂電気 青森県十和田市東五番町１２－２０
71 （株）相坂屋 青森県十和田市稲生町１５番１２号
72 （株）大竹電化センター 青森県十和田市西十三番町２６番７号
73 大村ハンコ屋 青森県十和田市稲生町２１番３５号
74 （有）大柳新聞店 青森県十和田市東五番町８－８
75 小笠原産業（株） 青森県十和田市大字三本木字千歳森２５２－２
76 （株）小笠原新聞店 青森県十和田市東一番町１１番２２号
77 （有）小笠原林業 青森県十和田市大字切田字見世７６番地３
78 （株）オキタ工業 青森県十和田市元町西四丁目１－４１
79 お茶の駿河園 青森県十和田市西四番町５番３４号
80 オトミチ硝子（株） 青森県十和田市西十五番町３０－１３
81 （株）小原工業 青森県十和田市大字赤沼字沼袋１７２－４
82 （株）加賀医療器 青森県十和田市西十一番町２８番１号
83 （株）角弘 青森県青森市新町二丁目５－１
84 加藤竹材店 青森県十和田市稲生町２０－５
85 （株）カナモト 北海道札幌市中央区大通東三丁目１番地１９
86 （株）金入 青森県八戸市卸センター二丁目４－１２
87 （株）金竹成家 青森県十和田市西十一番町２２番２０号
88 上北建設（株） 青森県十和田市穂並町２－６２
89 上北重車輛（株） 青森県十和田市大字深持字梨ノ木平167番地2
90 （株）上北鉄工 青森県十和田市大字相坂字小林１４－１５
91 上北農産加工株式会社 青森県十和田市相坂字上前川原７６
92 （有）上坂ガラス店 青森県十和田市東三番町３４番３８号
93 （株）上坂水道工業 青森県十和田市大字三本木字西金崎４－７
94 上坂電機商会 青森県十和田市西十一番町５４番２３号
95 上十三地区森林組合 青森県十和田市西二十二番町４番９号
96 （有）上十電設 青森県十和田市東十三番町４３－１３－９
97 COLOR（同） 青森県十和田市稲生町19番35号　コーポマサ301号室
98 川村建設工業（株） 青森県十和田市西二十一番町５８－１２
99 カワムラ塗装（有） 青森県十和田市大字三本木字佐井幅１６４－１
100 管設備工業（株） 青森県十和田市西一番町１３－２２
101 看板ハウス 青森県十和田市東六番町２－３３
102 木村建設（株） 青森県十和田市大字相坂字高清水７４－３８
103 キヤノンシステムアンドサポｰト（株） 東京都港区港南２－１６－６
104 共栄産業（株） 青森県十和田市大字大沢田字池ノ平１－３０４
105 協栄自動車整備協業組合 青森県十和田市相坂字小林７番地７
106 （有）共栄社 青森県十和田市穂並町４番６３号
107 (株)協同サービス 青森県十和田市西十三番町４－３３
108 （有）共立印刷所 青森県十和田市東四番町１番４１号
109 （株）協和医療器 青森県八戸市北白山台二丁目１番９号
110 （株）クドー事務機 青森県十和田市西三番町５番４７号
111 （株）クドーモータース 青森県十和田市東十一番町８番５５号
112 くぼでんき 青森県十和田市西四番町３番７号
113 （株）クリーニングのブルースター 青森県十和田市稲生町１９－２５
114 クリーニングのブルースター一番町店 青森県十和田市西一番町１４番１３号
115 クリーン環境開発（株） 青森県十和田市伝法寺字金目４－９
116 経商事（株） 青森県十和田市大字相坂字白上４１１
117 （株）県南環境 青森県十和田市大字相坂字高清水８０－３
118 県南環境保全センター（株） 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－３７０
119 県南清掃（株） 青森県十和田市大字三本木字野崎４０番地３７０
120 （有）県南設備工業 青森県十和田市元町西三丁目１２－１８
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121 高進機工（株） 青森県十和田市三本木字西金崎９７－２
122 興和ティムス（株） 青森県十和田市西十二番町１‐３
123 興和ビルメンテナンス（株） 青森県三沢市松園町二丁目１０－１０
124 郡川自動車商会 青森県十和田市米田字向町７５番地
125 （有）小澤建設 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢１－６４
126 （株）コジマ商会 岩手県盛岡市上堂三丁目９番４７号
127 （有）小関麺興商事 青森県十和田市西十五番町２９番１８号
128 （株）小政 青森県十和田市大字藤島字蛇林１２－１
129 （株）小松建設 青森県十和田市大字相坂字高清水７４－４５７
130 紺野建設（株） 青森県十和田市東二十三番町１６－６
131 紺野商事（株） 青森県十和田市東二十三番町１６番６号
132 （有）サークルマートクズマキ 青森県十和田市法量字焼山６４番地１８２
133 （株）齊下商店 青森県十和田市洞内井戸頭１１８番地７
134 （有）坂本タイヤセンター 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－４１
135 サカモト電器 青森県十和田市西三番町１５番５号
136 （有）佐川商事 青森県十和田市稲生町１９番３０号
137 桜田設備工業（株） 青森県十和田市元町西一丁目１－２６
138 （有）サクラメディック 青森県十和田市大字三本木字西金崎３７１番地６
139 （有）佐々木ガス商会 青森県十和田市三本木字北平１１５－６
140 佐々木建設（株） 青森県十和田市大字藤島字藤島１－６
141 ササキスクリーン（有） 青森県十和田市東二十一番町１５番１３号
142 （有）佐々木スポーツ 青森県十和田市東二十一番町５番７号
143 ササキ石油販売（株） 青森県十和田市奥瀬字小沢口４２５番地３
144 （有）佐藤塗装工芸 青森県十和田市大字三本木字間遠地１３５－４
145 佐十信精肉店 青森県十和田市稲生町１０‐３５
146 （有）佐野水道設備 青森県十和田市大字三本木字稲吉3-12
147 佐義建設工業（株） 青森県十和田市東二十三番町１－１
148 沢目電気工事（株） 青森県十和田市大字三本木字西金崎４９－１
149 （有）沢目麺工場 青森県十和田市西一番町19番8号
150 （有）サンエス工業 青森県十和田市西四番町４－２２
151 （有）三共商事 青森県十和田市東一番町２番２１号
152 (株)サンコウゲイプラス 青森県十和田市東十一番町２１－１６
153 三光石油瓦斯（株） 青森県三沢市南町三丁目３１番地２９２８
154 サンプリント 青森県十和田市東十二番町１７番１９号
155 三本木商事（株） 青森県十和田市西三番町２０－６３
156 （株）三本木タクシー 青森県十和田市稲生町１０番４１号
157 （有）三本木燃料 青森県十和田市東十三番町２９番４１号
158 （一財）　自然公園財団　 東京都千代田区神田神保町二丁目２番３１号
159 字と図 青森県十和田市三本木間遠地８０－２
160 （有）下川原ガラス 青森県十和田市相坂字小林３１５番地３
161 （有）下久保林業 青森県十和田市大字深持字山ノ下１２３－２
162 （有）下斗米教材 青森県十和田市穂並町１－３５－１
163 社会福祉法人　至誠会 青森県十和田市大不動字山中１２番地１
164 ジョイスポーツ 青森県十和田市稲生町１０番３９号
165 白浜水道（株） 青森県十和田市大字三本木字本金崎１１４
166 （株）白山工業 青森県十和田市大字相坂字白上１２０－２
167 新成運輸（株） 青森県十和田市大字藤島字上野月６－１
168 新徳タイヤ商会 青森県十和田市西三番町２０番７７号
169 （株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８－１６
170 杉工房 青森県十和田市元町東二丁目３－１
171 ストリームウッズ 青森県十和田市東十一番町２２－１３
172 （株）青工 青森県青森市新田三丁目１１－８
173 誠洋舎クリーニング 青森県十和田市西十二番町10-21
174 （有）大七書店 青森県十和田市稲生町２３番２号
175 （有）大昇運輸 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢１９１番地
176 （株）大道工業 青森県十和田市西二十一番町５６－１８
177 （有）大発工業 青森県十和田市西三番町１８－２
178 太平ビルサービス（株） 青森県青森市勝田一丁目１８－７
179 （有）大雄 青森県十和田市大字大沢田字大下内４－２
180 （有）高渕石油店 青森県十和田市大字法量字焼山５６－１
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181 高渕電工（株） 青森県十和田市東一番町６－１９－５
182 （有）高村食料品店 青森県十和田市稲生町２０番３３号
183 タカムラデザイン工芸 青森県十和田市大字深持字山ノ下１４８－８
184 滝内建設（株） 青森県十和田市大字三本木字西金崎５３８番地３
185 滝沢シート店 青森県十和田市元町西三丁目３番７０号
186 （有）竹ケ原建設 青森県十和田市大字相坂字相坂６０－２
187 （有）竹ヶ原農産 青森県十和田市大字相坂字長漕４０－１
188 （株）竹達建設 青森県十和田市大字三本木字野崎１１８－２
189 田嶋建設（株） 青森県十和田市大字三本木字上平１８４－４
190 （株）田嶋建装 青森県十和田市大字深持字南平１９２－１
191 （株）田島石油 青森県十和田市穂並町２番５８号
192 （株）田中組 青森県十和田市大字三本木字本金崎２３０番地１
193 田中建設（株） 青森県十和田市東一番町２－５０
194 田中建設工業（株） 青森県十和田市元町西二丁目１２－１
195 （株）田中自動車整備工場 青森県十和田市東三番町６－５１
196 田中車輌（株） 青森県十和田市大字三本木字中掫４３－４
197 田中商工（株） 青森県十和田市西二十一番町２４番２６号
198 （株）田中石油店 青森県十和田市三本木字矢神１３０番地
199 （株）タナカ設備 青森県十和田市穂並町１１－１
200 田中燃料店 青森県十和田市西一番町２１番７号
201 （有）谷島電気 青森県十和田市大字藤島字小山３５－１
202 （株）工組 青森県十和田市西二番町１３－２２
203 ＤＣＭ（株） 東京都品川区南大井６丁目２２－７
204 （有）デーリー東北岡田新聞店 青森県十和田市西一番町１１－１９
205 デーリー東北十和田南専売所 青森県十和田市大字三本木字並木西１７８－１
206 （有）テクノ 青森県十和田市東四番町６番３０号
207 テクノサポート十和田 青森県十和田市三本木字佐井幅１８８番地４
208 （株）テクノル 青森県八戸市廿三日町２番地
209 （有）照井自動車工業 青森県十和田市西二十三番町４７番３０号
210 （株）電化堂 青森県十和田市東十二番町８番２７号
211 （有）東奥電気 青森県十和田市大字三本木字西小稲１５６－２　
212 東奥日報十和田西部販売店 青森県十和田市西二番町３－１２
213 （株）東京堂 青森県むつ市小川町一丁目６番１号
214 東邦薬品（株） 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号
215 東陽工業（株） 青森県十和田市大字赤沼字下平５９５－１
216 東和電材（株） 青森県青森市大字大野字前田７２－１
217 （株）トーショー 青森県八戸市卸センター二丁目６－１０
218 トマベチ（株） 青森県十和田市相坂字相坂３５番地
219 （有）苫米地教材社 青森県十和田市西三番町２０番１８号
220 苫米地米穀店 青森県十和田市西三番町１番１９号
221 友住設備工業（株） 青森県十和田市東十六番町５１－２０
222 トヤマ農材（株） 青森県弘前市大字城東北四丁目１の２
223 豊川工業（株） 青森県十和田市大字切田字向切田７０－１
224 トヨタエルアンドエフ青森（株） 青森県青森市第二問屋町四丁目８－３２
225 十和田アス再（株） 青森県十和田市藤島字蛇林１８
226 （株）十和田印刷 青森県十和田市東三番町５番３４号
227 十和田液化ガス協同組合 青森県十和田市西二十二番町１０番２号　(有)下久保燃料内
228 （特非）十和田．Ｌ．ステージクリエート 青森県十和田市東四番町２－４０
229 十和田エルピーガス（株） 青森県十和田市赤沼字下平５７７番地
230 十和田おいらせ農業協同組合 青森県十和田市西十三番町４番２８号
231 十和田ガス（株） 青森県十和田市赤沼字下平５７７番地
232 （有）十和田環境サービス 青森県十和田市相坂字高見１２５番地２５
233 協同組合十和田管工事協会 青森県十和田市大字三本木字西金崎８４－２
234 十和田観光電鉄（株） 青森県十和田市稲生町１７番３号
235 （有）十和田協栄林業 青森県十和田市大字沢田字蒼前平６４
236 （有）十和田クリーンサｰビス 青森県十和田市赤沼字沼袋１７４番地９
237 （株）十和田興業 青森県十和田市法量字下川原３０－３
238 （一社）十和田湖国立公園協会 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486
239 十和田市職員生活協同組合 青森県十和田市西十二番町６番１号
240 （公社）　十和田市シルバー人材センター 青森県十和田市西三番町１番３７号
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241 （有）十和田シャッター鋼業所 青森県十和田市三本木字西金崎１０番地５
242 （有）十和田浄化槽センター 青森県十和田市東十四番町４１－１６
243 十和田水道設備（株） 青森県十和田市西三番町２１－７
244 （株）十和田スズキ自販 青森県十和田市洞内字枯木根７６－１１
245 （協組）十和田スタンプ会 青森県十和田市稲生町２１－２
246 十和田石油（株） 青森県十和田市元町西一丁目３番３２号
247 十和田タクシー（株） 青森県十和田市東三番町３番２７号
248 （株）十和田板金塗装整備工場 青森県十和田市東二十二番町１７番１８号
249 （株）十和田東日産 青森県十和田市東三番町３９番２８号
250 （有）十和田ビジネスサービス 青森県十和田市西十三番町３７－９
251 （株）十和田ビルサービス 青森県十和田市大字赤沼字下平437-9
252 十和田フラワー 青森県十和田市大字三本木字野崎40-41
253 中沢水道設備工業（株） 青森県十和田市大字三本木字西金崎９４－２
254 （有）中善建設 青森県十和田市大字赤沼字下平６１９－２
255 （株）中達組 青森県十和田市大字三本木字本金崎２２５－２
256 （株）中綱組 青森県十和田市東六番町３－３６
257 （有）中年工務店 青森県十和田市大字奥瀬字下川目１４２－１９
258 （有）中野自動車整備工場 青森県十和田市三本木字北平７５－３
259 中野渡畳工店 青森県十和田市東二十四番町８番６号
260 （株）なかやま 青森県八戸市沼館一丁目２０－１１
261 （株）七尾家具百貨店 青森県八戸市青葉一丁目３－１
262 （株）成田設備 青森県十和田市穂並町８－１１
263 成田　誠 青森県十和田市西十三番町６３－５
264 南部建設（株） 青森県十和田市大字相坂字小林５１－１
265 南部シビルコンサルタンツ（株） 青森県十和田市東五番町７－３－２
266 （有）南部電機サービス 青森県十和田市東十三番町５１番２６号
267 （株）新山運送 青森県十和田市大沢田字池ノ平２２番地
268 （有）西舘ガラス店 青森県十和田市稲生町１１番４０号
269 ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３－２９
270 日刊東北印刷所 青森県十和田市西十二番町７番２３号
271 （株）日興薬品 青森県十和田市大字伝法寺字蒼前堂３６番地
272 日産プリンス青森販売（株） 青森県青森市新城字福田２７１番地１
273 （株）日商 青森県十和田市東四番町１０番１９号
274 日東レンタル（株） 栃木県小山市駅東通り二丁目40番6号
275 日本ニューホランド（株） 北海道札幌市中央区北一条西十三丁目４番地
276 （株）沼口工務店 青森県十和田市西五番町２８－２７
277 （有）沼田茂商店 青森県十和田市稲生町２０番１３号
278 （有）沼山電設 青森県十和田市大字相坂字高清水４８－４
279 （特非）農楽郷ここ・カラダ 青森県十和田市東十五番町５５－３
280 （有）野月手袋店 青森県十和田市東五番町２番２３号
281 （株）バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町１番１号
282 （有）はな仙 青森県十和田市稲生町１７－３７
283 （株）パワフルジャパン十和田 青森県十和田市東十二番町７－４０－５
284 （有）樋口電工 青森県十和田市西二十二番町８－４
285 （株）ビジネスサービス 青森県青森市新町二丁目６番２９号
286 日立建機日本（株） 埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５号
287 平野商事（株） 青森県十和田市東三番町３番４１号
288 （特非）フォレスト奥入瀬 青森県十和田市三本木字西金崎５６番地１５石塚岩雄方
289 （株）福萬組 青森県十和田市東十三番町１５－２７
290 （有）船場青果 青森県十和田市東三番町２６番１３号
291 （有）プロスクリーン 青森県十和田市大字三本木字稲吉８５番地４５
292 平和実業（株） 青森県十和田市大字洞内字井戸頭１４４－３０２
293 ベストサービス（株） 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢１－４８５
294 戸来石材店 青森県十和田市藤島字小山４８－１
295 （有）ホーセン 青森県十和田市洞内字後野３３０番地２２
296 ホシザキ東北（株） 宮城県仙台市青葉区昭和町２－３８
297 （有）細川薬局 青森県十和田市稲生町１５番９号
298 程川電気工事（株） 青森県十和田市大字三本木字西金崎４３６－２
299 （株）米田工務店 青森県十和田市東二十一番町１３－２１
300 益川商事（株） 青森県十和田市稲生町１３番１６号
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301 （株）舛沢興業 青森県十和田市西三番町２１－１０
302 丸井重機建設（株） 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５７－１
303 丸井商事（株） 青森県十和田市洞内字後野３３１番地５
304 （有）丸井精米工場 青森県十和田市相坂字長漕２２番地
305 （有）丸井造園土木 青森県十和田市大字相坂字長漕２３
306 （株）マルコシ金物 青森県十和田市穂並町２番４６号
307 （有）丸善クリーニング 青森県十和田市東二番町２番３５号
308 （有）まるた急行運送 青森県十和田市大字伝法寺字大窪１－２
309 （有）マルトシ運輸 青森県十和田市大字法量字渕瀬５６番地
310 （株）マルヤマ 青森県十和田市東十五番町５１－１５
311 （株）三浦設備工業 青森県十和田市穂並町９－３４
312 （有）三沢菓子店 青森県十和田市穂並町９番１７号
313 （有）みぞぐち布団店 青森県十和田市稲生町１５－１７
314 （株）みちのくクボタ 岩手県花巻市東宮野目第１３地割９番地
315 （株）ミツバ資源 青森県十和田市大字伝法寺字大窪６０－１９
316 （株）みどり 青森県十和田市大字相坂字高清水７８－４５５
317 （株）宮本建材 青森県十和田市大字深持字佐々木平１６３－１
318 （有）村中水道設備 青森県十和田市大字法量字大筋４０
319 （株）ムラバヤシ 青森県青森市問屋町一丁目８番２７号
320 （有）明水冷暖設備工業 青森県十和田市大字洞内字中久根９－１
321 （有）森スチールサービス 青森県十和田市三本木字並木西１８６－９
322 焼山給油所 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保１１番地
323 山弘青果 青森県十和田市元町西六丁目１－６２
324 山本薬局 青森県十和田市西二番町１３番１２号
325 ヤンマーアグリジャパン（株） 大阪府大阪市北区鶴野町１－９
326 （株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１－１
327 ＵＤトラックス（株） 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地
328 （株）吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町２
329 （有）四橋塗装工業社 青森県十和田市大字三本木字本金崎３７２－２
330 （有）楽山庭園 青森県十和田市西四番町１４－４
331 レストランおりづる 青森県十和田市西十二番町１４番８号　十和田市立中央病院内

332 ロジスネクスト東北（株） 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目２－１７
333 （株）アークネットワークサービス 青森県青森市栄町一丁目１２－４
334 アール・エー・ビー開発（株） 青森県青森市第二問屋町三丁目２－３５
335 （株）アール・エー・ビー企画 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号
336 （株）アール・エー・ビーサービス 青森県青森市佃一丁目２番１１号
337 （株）アイ・シー・シーコンピューターシステム 青森県青森市第二問屋町四丁目１１番１８号
338 （株）アイ・シーメディカル 青森県弘前市大字袋町３２番地
339 愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０
340 （株）アイティークレスト 青森県八戸市卸センター二丁目5番11号
341 （株）アイ・ティー・ビー 青森県弘前市小比内四丁目６番地１６
342 アイペックホールディングス（株） 宮城県仙台市泉区泉中央１－４５－５
343 あおぎんリース（株） 青森県青森市古川一丁目１６番１６号
344 （株）青森エコプラン 青森県弘前市大字中野一丁目１３番地４
345 （株）青森銀行 青森県青森市橋本一丁目９番３０号
346 （株）青森クリーン 青森県むつ市奥内字二又２２番地
347 社会福祉法人　青森県コロニー協会青森コロニー印刷 青森県青森市幸畑字松元６２番地３
348 （特非）　青森県樹木医会 青森県青森市浅虫字坂本９－３３
349 青森県消防防災設備管理協同組合 青森県青森市大字大野字金沢５番地の５６
350 （一財）青森県薬剤師会食と水の検査センター 青森県青森市大字野木字山口164番地43
351 青森沢井薬品（株） 青森県青森市旭町三丁目１３番４６号
352 （有）青森消防設備 青森県青森市赤坂一丁目２番２号
353 青森スズキ自動車販売（株） 青森県青森市石江四丁目１－２
354 青森千代田（株） 青森県上北郡六ケ所村尾駮字弥栄平１番地９０
355 （株）青森テレビ 青森県青森市松森一丁目４－８
356 （株）青森電子計算センター 青森県青森市大字三内字丸山３９３番地２７０
357 青森ドライケミカル（株） 青森県青森市港町二丁目６番１２号
358 青森ノーミ（株） 青森県青森市第二問屋町１－７－２
359 （有）青森ヒューム 青森県八戸市長苗代字上碇田４８－１
360 青森ホーチキ（株） 青森県青森市自由ケ丘二丁目１６－２１
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361 （株）青森ミシン商会 青森県青森市筒井四丁目４番２１号
362 青森三菱電機機器販売（株） 青森県青森市中央一丁目２３－４
363 青森ヤクルト販売（株） 青森県青森市石江字岡部６９番地
364 昱機電（株） 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
365 （株）アケア 青森県八戸市北インター工業団地３－２－８８
366 （株）朝日印刷 青森県三沢市本町四丁目３１‐２２４
367 アサヒプリテック（株） 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地
368 アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４－１（新宿グリーンタワービル）

369 アズビル金門（株） 東京都豊島区北大塚一丁目１４番３号
370 企業組合あっぷるぴゅあ 青森県青森市古川１丁目１番１３号
371 （株）アトラスプランニング 青森県弘前市大字泉野三丁目７－８
372 阿部ピアノ工房 青森県三沢市南町４丁目３１番３７３１
373 （株）有馬動熱工業所 青森県八戸市江陽一丁目２９－１２
374 安全企画（株） 青森県青森市新田二丁目２５番１３号
375 （株）石沢工業 青森県弘前市神田二丁目４番地２０
376 （株）伊藤鉱業 青森県つがる市木造若竹１３
377 （有）伊藤商事 青森県八戸市新井田字出口平３番地５７
378 岩手県北自動車（株） 岩手県盛岡市厨川一丁目１７番１８号
379 （有）インプルーヴ 青森県八戸市白銀五丁目７－９
380 （株）善知鳥防災 青森県青森市原別二丁目２番１号
381 エア・ウォーター東日本（株） 東京都港区虎ノ門３－１８－１９
382 エイ・スィーサービス（株） 青森県青森市問屋町一丁目１２－２
383 （株）ＨＹテック 青森県八戸市大字十日市字姥岩１４
384 エイト技術（株） 青森県八戸市城下二丁目９－１０
385 （株）エーアイサイン 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡８２－１
386 （株）エービッツ 青森県青森市新町二丁目６番２５号
387 エーワン保全（株） 青森県つがる市富萢町屏風山１－１１１５
388 （株）エコブリッジ 青森県八戸市大字市川町字下揚４５番地１０
389 エスティイー（株） 青森県八戸市卸センター二丁目６－１０
390 江渡商事（株） 青森県青森市問屋町一丁目１１番１５号
391 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６－１
392 エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号
393 （株）NJS 東京都港区芝浦一丁目１番１号
394 （株）ＮＴＴ東日本－東北 宮城県仙台市若林区五橋三丁目2番1号
395 （株）NTECサービス 北海道札幌市東区北二十五条東十六丁目１番３号
396 エレベーターコミュニケーションズ(株) 東京都品川区南大井６－１６－１６　鈴中ビル大森３Ｆ
397 奥羽クリーンテクノロジー（株） 青森県八戸市豊洲３番地１９
398 奥羽特装販売（株） 青森県八戸市城下四丁目１２－５
399 （株）大坂組 青森県青森市大字諏訪沢字岩田５１－１
400 (有)大坂室内 青森県八戸市下長七丁目３－３１
401 小笠原厨房機器サービス 青森県青森市橋本三丁目１６－１４
402 (株)小川長春館 広島県福山市引野町５－４－２３
403 （有）尾崎自動車商会 青森県五所川原市字栄町６２－１
404 （株）小田原青果 青森県八戸市内丸三丁目４番３号
405 小原書店 青森県上北郡七戸町七戸３５３－１
406 （株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２－１
407 オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号
408 オリンパスメディカルサイエンス販売（株） 東京都新宿区西新宿三丁目２０－２
409 開発電業（株） 青森県八戸市八太郎五丁目２１－１
410 （株）海洋調査センター 青森県青森市赤坂一丁目４６－１１
411 （有）角田通信工業 青森県八戸市江陽五丁目６－１６
412 上北観光バス（株） 青森県上北郡東北町大浦字境ノ沢６番地６
413 上北森林組合 青森県上北郡七戸町字森ノ上８７－１
414 川口印刷工業（株） 岩手県盛岡市羽場１０地割１番地２
415 （株）河野電気工業 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保１－２４３
416 （株）カワムラ 青森県八戸市金浜字土橋５番地１４
417 （株）河原木電業 青森県八戸市江陽二丁目１１－１３
418 環境技術（株） 青森県八戸市八太郎六丁目１２番４号
419 （株）環境工学 青森県弘前市城東中央三丁目４－１７
420 （有）環境プラント 青森県弘前市大字城東中央１－５－７
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421 環境保全（株） 青森県平川市松崎西田４１番地１０
422 環境緑花工業（株） 青森県八戸市河原木字千刈田１２－５
423 木田（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目３番９号
424 北奥羽広域水道総合サービス（株） 青森県八戸市北白山台二丁目６番１号
425 北沢産業（株） 東京都渋谷区東２丁目２３番１０号
426 北日本化工（株） 青森県八戸市大字市川町字尻引前山５７－１
427 北日本計装（株） 青森県八戸市城下一丁目１８番３号
428 キヤノンメディカルシステムズ（株） 栃木県大田原市下石上１３８５番地
429 （株）協同 青森県青森市堤町二丁目１番１号
430 共立医科器械（株） 岩手県盛岡市愛宕町１５番９号
431 共立寝具（株） 青森県弘前市門外四丁目３－４７
432 （株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２－１１
433 協和通信（株） 青森県八戸市長苗代字内舟渡５１－２
434 協和熱管理工業（株） 青森県八戸市湊高台四丁目17番8号
435 （有）共和防災 青森県青森市松森三丁目１７－１３　タナカビル１階２号室
436 （有）工藤ポンプ 青森県弘前市高崎一丁目６番地６
437 （株）クマヒラ 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号
438 クマリフト（株） 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１２番２０号
439 （株）クリーンサービス青森 青森県青森市大字横内字亀井８番地１
440 （株）クリーンシステム 青森県八戸市長根四丁目１４‐１７
441 （株）クロベ 青森県弘前市大字神田5丁目３－３
442 （株）ケー・シー・エス 東京都文京区小石川一丁目１－１７
443 （株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１－１
444 （株）高速 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目４番２０号
445 （株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩５丁目１８番６号
446 広陽ビルサービス（有） 青森県五所川原市大字七ツ館字虫流５０－４４
447 広和計装（株） 青森県八戸市大字長苗代字上碇田６－１
448 （株）功和産業 青森県八戸市河原木字高森４－１５
449 郡リース（株） 東京都港区六本木六丁目１１－１７
450 国際航業（株） 東京都千代田区六番町２
451 互光産業（株） 青森県八戸市売市二丁目４－２
452 （有）コスモ物産 青森県八戸市城下四丁目１７番２号ウィングコｰト城下101
453 コセキ（株） 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２６号
454 コマツカスタマーサポート（株） 東京都港区白金一丁目１７番３号
455 （株）小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目2番75号
456 （株）コンシス 青森県弘前市百石町３８－１
457 材（株） 青森県三沢市大町二丁目４－７
458 さかえ農事（有） 青森県八戸市金浜字折場沢３１番地３０９
459 （有）坂本設計事務所 青森県青森市港町一丁目１９－３
460 （株）佐々木電機本店 岩手県盛岡市肴町９－１５
461 （株）佐々木隆蔵商店 青森県八戸市江陽四丁目８番１８号
462 （株）サトー防災 青森県八戸市下長八丁目１－２５
463 （株）サンアメニティ 東京都北区王子三丁目１９番７号
464 （株）サンエイ 青森県青森市妙見三丁目２－１９
465 三晃システム（株） 青森県八戸市北白山台二丁目６番１８号
466 三光テクノ（株） 秋田県秋田市高陽青柳町１－５６
467 （有）三晃ビルサービスセンター 青森県青森市大野字若宮３３－１６
468 （株）サン・コーポレーション 青森県五所川原市金山字亀ケ岡４６番地１８
469 （株）サン・コンピュータ 青森県八戸市北インター工業団地一丁目５番１０号
470 （株）サンデー 青森県八戸市根城六丁目２２番１０号
471 （株）ジーアイテック 青森県八戸市大久保字行人塚７－１
472 ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 東京都日野市旭が丘四丁目７番地の１２７
473 （株）JTB 東京都品川区東品川二丁目３－１１
474 （株）ジェー・シー・アイ 宮城県仙台市宮城野区扇町五丁目３番３８号
475 （株）シグマソリューションズ 秋田県秋田市卸町三丁目４番１号
476 （有）システム･ディー 青森県上北郡六戸町犬落瀬字後田６
477 芝管工（株） 青森県青森市自由ケ丘二丁目３－３
478 （株）シバタ医理科 青森県弘前市高田三丁目７－１
479 下沢食品（株） 青森県八戸市北白山台二丁目２番１０号
480 （株）写真のオクヤマ 青森県上北郡七戸町七戸２２０

8/17



No 業 者 名 所在地

令和３年度 物品等有資格者名簿

481 （株）秀栄社印刷 青森県三戸郡五戸町字中道７番地１
482 （有）城栄産業 青森県弘前市大字神田五丁目５－１
483 （株）消防安全センター青森 青森県青森市茶屋町１１番１３号
484 ㈲昇楽 青森県三沢市中央町三丁目１０番３１号
485 昭和電気（株） 青森県上北郡七戸町荒熊内１４９－５
486 （株）ジョン 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－３４１
487 ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５０－１
488 （株）シルバーサービス 青森県むつ市横迎町二丁目９－１３
489 （株）新印刷興業 青森県青森市大字野木字野尻３７－７２８
490 （株）シンク 青森県青森市中央一丁目２３番４号
491 新光印刷（株） 青森県八戸市新井田字鷹清水９－１１
492 新生メディカル（株） 青森県八戸市沼館二丁目１‐２１
493 新明和アクアテクサービス（株） 兵庫県芦屋市打出町７－１８
494 （株）新菱 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－９－２２
495 （株）スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町８番地
496 （株）清掃センター 青森県八戸市城下四丁目１２－５
497 （株）清掃テクノサービス 青森県八戸市城下四丁目１２－５
498 (株)青南RER 青森県青森市大字戸門字山部２８番地８
499 （株）青南商事 青森県弘前市神田五丁目４番地５
500 （株）セーフティテック 青森県弘前市大字撫牛子２－４－１０
501 （株）セーフティロード 青森県弘前市大字撫牛子二丁目１－１６
502 （株）ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目１－１
503 （株）曽我産業 青森県八戸市南郷大字中野字丑木沢４１－７
504 （株）ソラスト 東京都港区港南１－７－１８
505 第一開明(株) 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０－５
506 第一物産（株） 山形県酒田市卸町１番地の１２
507 大管工業（株） 青森県青森市大字諏訪沢字岩田５０－４
508 太子食品工業（株） 青森県三戸郡三戸町川守田字沖中６８番地
509 （株）大樹設備工業 青森県青森市大字幸畑字阿部野１２－５０
510 大新東（株） 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
511 大成産業（株） 青森県青森市大字浜田字玉川２６２－９
512 ダイダン（株） 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９－２５
513 大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練堀町３００
514 大丸（株） 北海道札幌市中央区南１条西３丁目２番地
515 太洋舎商事（株） 青森県三沢市幸町三丁目２１‐２９
516 大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６
517 （株）高砂重工 青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１１番５０号
518 髙瀬物産（株） 東京都江東区塩浜１－３－１６
519 （株）高橋製作所 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－３４４
520 （有）田中石灰タンカル工業 青森県八戸市小中野六丁目２５－１４
521 谷川環境衛生開発（株） 青森県むつ市新町４１‐１
522 タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７－２０
523 中部上北清掃（株） 青森県上北郡東北町大字新舘字八幡５４－５
524 （株）千代田テクノル 東京都文京区湯島一丁目７番１２号
525 （株）帝国データバンク 東京都港区南青山二丁目５番２０号
526 帝人ヘルスケア（株） 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
527 （株）テクノス 青森県八戸市北白山台二丁目４－２３
528 （株）テクノ中央 青森県八戸市大字新井田字重地下５１－１２
529 寺下運輸倉庫（株） 青森県三沢市南町４丁目３１番地３４６１号
530 (株)テラソリューション 青森県弘前市大字高田二丁目１３－１８
531 （株）電技パーツ 青森県青森市第二問屋町３－６－４４
532 （株）電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号
533 （株）東奥アドシステム 青森県青森市古川一丁目２１－１２
534 東奥印刷（株） 青森県青森市第二問屋町３－１－７７
535 東奥マイクロシステム（株） 青森県八戸市諏訪二丁目３番１５号
536 東奥マネジメント（株） 青森県青森市石江四丁目１－２
537 （株）東京商工リサーチ 東京都千代田区大手町一丁目３－１　ＪＡビル
538 東京鐵鋼（株） 栃木県小山市横倉新田520番地
539 （有）東興技術メンテナンス 青森県八戸市類家五丁目３８番４号
540 （株）東酸 青森県青森市原別五丁目１１番５６号
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541 東新化学（株） 青森県弘前市神田二丁目３番地３
542 東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号
543 東北アルフレッサ（株） 福島県郡山市喜久田町卸一丁目４６番地１
544 （有）東北衛生社 青森県上北郡東北町外蛯沢後久保２５－５
545 東北化学薬品（株） 青森県弘前市大字神田一丁目3番地の1
546 東北企業（株） 山形県山形市松見町１１番１９号
547 東北送配電サービス（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号
548 東北測量（株） 青森県青森市大字石江字三好１６７番地３
549 （一財）東北電気保安協会 宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目２番３６号
550 東北電話（株） 岩手県盛岡市津志田町２－８－４５
551 （株）東北博報堂 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号　
552 東北ヒート化学（株） 青森県八戸市城下三丁目７－１０
553 （株）東北日立 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号
554 東北豊和（株） 青森県三沢市大字三沢字横沢126-1
555 東北容器工業（株） 青森県八戸市北インター工業団地四丁目２番７号
556 東北緑化環境保全（株） 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５－１
557 東洋計器（株） 長野県松本市和田３９６７－１０
558 （株）東洋社 青森県青森市南佃二丁目２６番６号
559 東洋建物管理（株） 青森県青森市橋本一丁目７番３号
560 （株）東晴 青森県青森市第二問屋町三丁目２－６
561 （株）トーソー 青森県青森市港町２－１０－４４
562 （株）トップテクノ 青森県八戸市石堂三丁目１１番６号
563 （株）トム・メディック 青森県青森市大字滝沢字下川原１４番地１
564 （株）トラスト 愛知県清須市西枇杷島町地領一丁目１３－２４
565 中栄コンクリート工業（株） 青森県八戸市大字河原木字長円坊掘５６番地１
566 長尾印刷（株） 青森県青森市平新田字森越１７番地１
567 （株）永澤興業 青森県弘前市大字撫牛子二丁目３－４
568 （株）中西製作所 東京都中央区新川１－２６－２
569 （株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２
570 中村弘前（株） 青森県弘前市大字清野袋５－３－１
571 （株）中屋敷建設 青森県三沢市深谷二丁目９４－３０３
572 （株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング２２Ｆ

573 （有）ナツサカ消毒 青森県八戸市河原木字小田上３－７
574 ナブコシステム（株） 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
575 (有)ナンシーズ 青森県三沢市平畑１丁目１－４１
576 （株）南部医理科 岩手県紫波郡矢巾町高田第１０地割７８番地１
577 南部電機（株） 青森県八戸市沼館一丁目２０番５号
578 （株）西衡器製作所 青森県青森市新町２丁目６－２０
579 （株）西田組 青森県青森市大字荒川字柴田１０２－１
580 日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２－２２
581 （株）ニッコク 東京都港区六本木六丁目１７番１号
582 （株）日新管財 青森県八戸市江陽四丁目８‐１１
583 （株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番７号
584 日成ビルド工業（株） 石川県金沢市金石北三丁目１６－１０
585 ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚１－５４－５
586 日東イシダ（株） 宮城県仙台市若林区卸町５丁目３－５
587 日東通信（株） 宮城県仙台市青葉区堤町３丁目１－１５
588 日本キャタピラー合同会社 東京都中野区本町一丁目３２番２号
589 日本通運（株） 東京都港区東新橋一丁目９番３号
590 日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７－１
591 日本ビルコン（株） 東京都墨田区立川二丁目１１番１０号
592 日本エレベーター工業（株） 青森県青森市野木字野尻２４－１
593 （株）二本木油店 青森県八戸市根城二丁目２６－２９
594 （株）日本空調東北 宮城県仙台市太白区郡山五丁目１４番１７号
595 日本調理機（株） 東京都大田区東六郷三丁目１５番８号
596 日本調理機北日本取扱所 青森県青森市古川２－１０－１３
597 日本無線（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号
598 （株）日本旅行東北 宮城県仙台市青葉区中央４丁目７番２２号
599 （株）根城グリーン建設 青森県八戸市西白山台六丁目９－２１
600 （株）農協観光 東京都千代田区外神田１丁目１６番８号
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601 パーソルテンプスタッフカメイ（株） 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号
602 橋爪商事（株） 岩手県大船渡市大船渡町字砂森2番地20
603 （株）パスコ 東京都目黒区東山一丁目１－２
604 長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号
605 （株）畑中造園土木 青森県八戸市石堂四丁目６－１６
606 （株）八戸科学 青森県八戸市北白山台二丁目１－１１
607 （有）八戸三京 青森県八戸市大字湊町字新井田道８－５
608 八戸清運（株） 青森県八戸市城下四丁目１２番５号
609 八戸通運（株） 青森県八戸市城下一丁目１番９号
610 （株）八戸鉄工所 青森県八戸市大字河原木字北沼１５－７
611 八戸電気工事業協同組合 青森県八戸市長根四丁目３番２５号
612 八戸東和薬品（株） 青森県八戸市城下一丁目２８‐１６
613 （株）パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東１６－３
614 ＰＳＰ（株） 東京都港区虎ノ門五丁目１３番１号
615 ＰＦＵ東日本（株） 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目４－１３
616 （株）ビー・エム 青森県八戸市日計四丁目１番３３号
617 （株）ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２１番３号
618 東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９－２
619 東日本ライナー（株） 青森県青森市大字新城字山田１９３－３
620 （有）東日本環境保全工業 青森県弘前市大字向外瀬字豊田３５８－１
621 東日本総合計画（株） 東京都墨田区業平三丁目14番4号
622 （株）ヒグチ 青森県青森市問屋町一丁目１５番２２号
623 （株）弘前浄化槽センター 青森県弘前市大字境関字亥の宮35－4
624 （株）ヒロタ 青森県青森市大字野木字野尻３７番地６９１
625 フクダ電子北東北販売（株） 秋田県秋田市山王中島町８番１０号
626 フクダライフテック北東北（株） 秋田県秋田市川尻御休町９－２３
627 富士商事（株） 山形県山形市西田二丁目２４番４６号
628 富士ゼロックス（株） 東京都港区赤坂九丁目７番３号
629 富士通（株） 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号
630 富士通Japan（株） 東京都港区港南２－１５－３
631 （株）藤林商会 青森県南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田２９５－２
632 （株）フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号
633 藤村機器（株） 青森県弘前市高田三丁目６番地の２
634 扶桑電通（株） 東京都中央区築地五丁目４－１８
635 （株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７－２５
636 （株）文屋 青森県三戸郡五戸町沢向２７番地１
637 （特非）プラットフォームあおもり 青森県青森市大字浅虫字蛍谷６５番地５２
638 （株）プリモ 青森県青森市第二問屋町三丁目３番８号
639 フルテック（株） 北海道札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３１号
640 豊産管理（株） 青森県青森市大字大野字前田２１－１１
641 （株）ホクエツ東北 青森県八戸市大字尻内町字下毛合清水３－２７
642 （株）北斗医理科 青森県弘前市大字城東中央三丁目３番地３
643 北都ビル（株） 青森県三戸郡五戸町字鍛冶屋窪４番地２
644 （有）北冷工業 青森県八戸市長苗代字島ノ前１－１
645 北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１－６
646 マイクロセンター（株） 青森県八戸市小中野２丁目１６番４号
647 前澤給装工業（株） 東京都目黒区鷹番二丁目１４番４号
648 前田製管（株） 山形県酒田市上本町６－７
649 （株）マック 青森県青森市久栗坂字久栗坂山１番地４２５
650 （株）マリンテクノサービス 宮城県仙台市泉区八乙女中央１－６－１５
651 （有）丸栄消機 青森県青森市栄町一丁目１２番１号
652 丸木医科器械（株） 宮城県仙台市太白区西中田三丁目２０番７号
653 （株）マルゼン 東京都台東区根岸二丁目１９－１８
654 マルマンコンピュータサービス（株） 青森県弘前市大字宮川三丁目５－２
655 （株）丸祐運送 青森県弘前市高田三丁目６－１１
656 三浦工業（株） 愛媛県松山市堀江町７番地
657 （有）三浦造園 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１－４０２
658 （株）三沢警備保障 青森県三沢市三沢字下タ沢８３－１３６
659 （株）みちのく計画 青森県青森市浜館一丁目１４－３
660 みちのくリース（株） 青森県青森市橋本一丁目４番１０号
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661 ミドリ安全青森（株） 青森県青森市古館一丁目１０番７号
662 （株）三八五オートリース 青森県八戸市柏崎二丁目４‐１７
663 三八五バス（株） 青森県八戸市江陽二丁目１８－３７
664 三八五フーズ（株） 青森県八戸市大字長苗代字元木２６番地３
665 三八五流通（株） 青森県八戸市長苗代字上中坪３５番地１号
666 美和電気工業（株） 東京都新宿区新宿一丁目８番５号
667 （株）ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西四丁目１番１５号
668 （有）名曲堂 青森県三沢市桜町二丁目１３－３
669 （株）メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号
670 （株）モリレイ 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目５番１２号
671 （株）ヤマイシ 青森県青森市大字牛館字松枝５２－１
672 （株）山健 青森県弘前市門外字村井５０番地１
673 山大機電（株） 青森県青森市大字荒川字藤戸133-3
674 山二システムサービス（株） 秋田県秋田市仁井田新田二丁目１６－１３
675 ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号
676 （有）ユーザーサービス青森 青森県青森市緑一丁目２１番地１
677 （株）吉田システム 青森県八戸市廿三日町２番地
678 （株）リーディングシステム 青森県八戸市石堂三丁目１５－２１
679 （株）リープス産業 青森県弘前市大字撫牛子一丁目７番地１
680 リコージャパン（株） 東京都大田区中馬込一丁目３番６号
681 （有）ループ 青森県三沢市大字三沢字上屋敷１６３番地６３
682 レジットメディカル（株） 青森県青森市虹ケ丘一丁目５番地６
683 Ｙ＆Ⅰ（株） 青森県三沢市岡三沢8丁目102番地2　サニーサイドＢ号
684 ワタキューセイモア（株） 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２‐２
685 （株）渡辺海苔店 青森県八戸市柏崎一丁目17番8号
686 （株）アースアンドウォーター 東京都千代田区内神田三丁目１８－３　ＳＤビル３階
687 アースサポート（株） 東京都渋谷区本町１－４－１４
688 アーティサン（株） 東京都調布市布田4－5－1藍澤調布ビル6F
689 （株）アートマークプロジェクト 東京都港区芝３－４１－２
690 （株）アイグラン 広島県広島市中区光南二丁目1番20号
691 （株）アイシーエス 岩手県盛岡市松尾町１７－８
692 アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号
693 アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号
694 葵工業（株） 宮城県仙台市宮城野区大梶10番15号
695 アキュレイ（株） 東京都千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビル７階
696 （株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２
697 朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７－４１
698 アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地
699 （株）アテナ事務機 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目２－８
700 アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５
701 アマノマネジメントサービス（株） 神奈川県横浜市港北区菊名７－３－２２
702 （株）アメニティ 東京都千代田区神田駿河台二丁目10番4号
703 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王一丁目３番５号
704 安全索道（株） 滋賀県守山市勝部町４７１－５
705 （株）アンフィニ 茨城県つくばみらい市板橋１８１２－１６
706 イオンディライト（株） 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２
707 石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
708 一富士フードサービス（株） 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号
709 いであ（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５－１
710 （株）イビソク 岐阜県大垣市築捨町三丁目１０２
711 （株）イマクリエ 東京都港区東麻布二丁目3番5号
712 イン・エックス（株） 東京都台東区駒形二丁目５番６号
713 （株）インソース 東京都千代田区神田小川町三丁目２０
714 （株）ウィズウェイストジャパン 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１
715 （株）ウィルドリブン 秋田県北秋田市小又字下川原１１０番地
716 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸３丁目２０－２０　ヨコソーレインボータワー
717 ウエストロー・ジャパン（株） 東京都港区西新橋三丁目１６番１１号
718 （株）ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜三丁目1－6サン北浜ビル4F
719 （株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３－２５
720 （株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６－１
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721 （株）内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号
722 H.P.A.（株） 宮城県仙台市泉区市名坂楢町１７３番地の８
723 永薬品商事（株） 岩手県奥州市水沢区字高屋敷２４番地１
724 エクナ（株） 岩手県盛岡市中央通一丁目６－３０
725 （株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿２－１－１
726 （株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング 東京都港区海岸一丁目１１番１号
727 エヌ・アンド・エー（株） 東京都千代田区飯田橋３－１１－１５　PVB飯田橋７F
728 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 東京都港区港南二丁目１５番３号
729 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番１７号
730 ＮＥＣプラットフォームズ（株） 東京都千代田区神田司町２－３
731 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号
732 ＮＴＴ・TCリース（株） 東京都港区港南一丁目2番70号
733 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３－３
734 （株）エヌ・ティ・ティ・データ東北 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号
735 （株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号
736 （株）NTTネクシア 北海道札幌市中央区南二十二条西六丁目2番20号
737 ＮＴＴファイナンス（株） 東京都港区港南一丁目２－７０
738 エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪二丁目１９番６号
739 荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４－１
740 （株）エフエスユニマネジメント 東京都港区芝浦三丁目4-1
741 エム・シー・ヘルスケア（株） 東京都港区港南二丁目１６番１号
742 （株）エムティーアイ 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号
743 （株）エラン 長野県松本市出川町１５－１２
744 （株）ＬＳＩメディエンス 東京都千代田区内神田一丁目13番4号
745 (株)エレケア 東京都大東区元浅草三丁目18番10号
746 OWL株式会社 東京都中野区中央５－３８－１３　
747 （株）大原鉄工所 新潟県長岡市城岡二丁目8-1
748 ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海１－８－１１
749 沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号
750 落合公認会計士事務所 東京都港区新橋２－１５－１７　タマキビル８階
751 オフソサエティ（株） 神奈川県横浜市中区本牧三之谷１８－４
752 オリオン・ラドセーフメディカル（株） 東京都品川区西五反田二丁目１２番１９号
753 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番
754 （株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号
755 （株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９－１
756 （株）川合ネームプレート製作所 栃木県那須塩原市石林３１８－１
757 川﨑機工（株） 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号　丸の内ビルディング
758 川嶋印刷（株） 岩手県一関市上大槻街３番１１号
759 川重冷熱工業（株） 滋賀県草津市青地町１０００番地
760 関東文化財振興会（株） 茨城県筑西市布川１０１２番地
761 （株）キクテック 愛知県名古屋市南区加福本通一丁目２６
762 （株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２
763 （株）北川鉄工所 滋賀県彦根市鳥居本町１２５８番地
764 （株）北日本朝日航洋 岩手県盛岡市門２－１－１
765 （株）北日本ウエスターン商事 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目9番10号
766 北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５番３２号
767 北日本通信（株） 岩手県盛岡市本町通三丁目２０－６
768 キヤノンメディカルファイナンス（株） 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号
769 （株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田１－３－８
770 （株）ぎょうせい 東京都江東区新木場１－１８－１１
771 京セラコミュニケーションシステム（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６
772 共和化工（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５－１９
773 共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５番１９号
774 極東サービス（株） 千葉県八千代市上高野１８２３－１
775 キングラントウホク（株） 宮城県仙台市宮城野区日の出町二丁目４番地９
776 （株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３－４１
777 （株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２－４７
778 クボタ環境サービス（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号
779 （株）くまがい印刷 秋田県秋田市中通６丁目４番２１号
780 グローリー（株） 兵庫県姫路市下手野１－３－１
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781 （株）ケアコム 東京都調布市多摩川３－３５－４
782 （株）ケア・テック 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地８
783 KSS（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
784 建設NRT（株） 神奈川県厚木市栄町１－２－１　三橋ビル５階
785 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８
786 公共地研（株） 埼玉県川口市戸塚３－２５－２７
787 （株）高電社 東京都千代田区隼町２番１３号　プライムビル３階
788 鴻池メディカル（株） 東京都千代田区有楽町１－６－４
789 神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号
790 （株）光洋 神奈川県横浜市金沢区福浦１－５－１
791 国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目７－３
792 コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９－５
793 （株）コスモリサーチ 福岡県福岡市博多区春町二丁目８番９号
794 （株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地
795 小林クリエイト（株） 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５
796 （株）小彌太 岩手県花巻市愛宕町３－１２
797 （株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０－１０
798 サイタ工業（株） 東京都北区滝野川五丁目５－３
799 （株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３
800 （株）サカイ引越センター 大阪府堺市堺区石津北町５６番地
801 佐川急便（株） 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地
802 佐藤築炉工業（株） 岩手県花巻市上根子字米倉１００－１
803 （株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７
804 三研ソイル（株） 岩手県八幡平市西根寺田１１－５０－２６
805 三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号
806 三精工事サービス（株） 大阪府大阪市北区池田町１番４３号
807 三精テクノロジーズ（株） 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号
808 （有）サンブリッチ東北 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１
809 （株）三豊 愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地
810 （株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原１－１９－２３
811 （株）サンリッジ 岩手県北上市藤沢７地割１９６番地７
812 三和シャッター工業（株） 東京都板橋区新河岸二丁目３－５
813 （株）シーエスアイ 北海道札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
814 （株）ジー・エフ 東京都江東区東陽三丁目５番５号
815 シーメンスヘルスケア（株） 東京都品川区大崎一丁目１１番１号
816 （株）ジェイアール東日本企画 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５　ＪＲ恵比寿ビル
817 ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７－４
818 （株）JVCケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地
819 （株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
820 （株）時事通信社 東京都中央区銀座五丁目１５番８号
821 （株）システム環境研究所 福岡県福岡市博多区千代四丁目３０番２号
822 （株）システムリサーチ 東京都港区南青山六丁目２番９号
823 （株）自治体病院共済会 東京都千代田区平河町2丁目7番5号　砂防会館本館７階
824 實商（株） 宮城県仙台市青葉区中央一丁目７－２０
825 信濃化学工業（株） 長野県長野市桐原一丁目２番１２号
826 （株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８
827 シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号
828 （株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８
829 （株）シン技術コンサル 北海道札幌市白石区栄通二丁目８－３０
830 （株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番24号　大博センタービル

831 新日本法規出版（株） 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３‐２０
832 シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９－９６
833 水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号
834 水ingAM(株) 東京都港区港南１－７－１８
835 水ingエンジニアリング（株） 東京都港区港南一丁目７－１８
836 角田鉄工（株） 滋賀県彦根市日夏町２７８９番地
837 住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号
838 セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号
839 セコム医療システム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
840 ゼネラル（株） 大阪府大阪市城東区中央２丁目１５番２０号
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841 ソフトバンク(株) 東京都港区海岸一丁目７番１号
842 第一環境（株） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号
843 （株）第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号　東京交通会館9F
844 第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号
845 （株）大永 岩手県滝沢市大崎９４－９７
846 大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号
847 高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門5-3-20-415
848 （株）タックエンジニアリング 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号
849 ダリ･マネージメント（株） 東京都港区港南４－１－１０バージュ品川１２０２
850 （株）丹青社 東京都港区港南一丁目２－７０
851 暖冷工業（株） 東京都中央区湊三丁目3番2号
852 （株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４
853 （株）通電技術 北海道札幌市白石区平和通二丁目北１１－２０
854 月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号
855 月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号
856 ティーペック（株） 東京都台東区上野５－６－１０
857 ティーメディクス（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２２番２号
858 （株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
859 （株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号
860 （株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号　広島ミクシスビル

861 （株）テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５
862 テスコ(株) 東京都千代田区西神田一丁目４番５号
863 （株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地
864 （株）天童木工 山形県天童市乱川一丁目３番１０号
865 東京インタープレイ（株） 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号
866 東京センチュリー（株） 東京都千代田区神田練塀町３
867 東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市今川四丁目１２番３８－１号
868 東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号
869 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込二丁目２９－２２
870 （株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号　エバーグレイス本町１階
871 東西化学産業（株） 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号
872 東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４
873 東北インテリジェント通信（株） 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号
874 （有）東北エヌテイエス 岩手県盛岡市三ツ割五丁目17番23号
875 （株）東北議事録センター 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１８－２１
876 （株）東北共立 宮城県仙台市太白区八本松二丁目１０－１１
877 東北公営企業（株） 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３
878 （株）東北ターボ工業 岩手県盛岡市下太田田中１－２
879 東北つばめ石油販売（株） 青森県八戸市市川町字田ノ沢頭３５－８
880 東北特機サービス（株） 宮城県仙台市若林区大和町２－１－１０
881 東北藤吉工業（株） 宮城県仙台市若林区蒲町１８－１
882 （株）東北漏水 宮城県仙台市太白区長町八丁目１１－２５
883 （株）東洋食品 東京都台東区東上野一丁目１４－４
884 DOWA通運（株） 岩手県奥州市水沢区佐倉河字中田６９－１
885 （株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２－１１
886 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３
887 有限責任監査法人　トーマツ 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビルディング

888 （株）ドクターネット 東京都港区芝大門二丁目５番５号
889 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号
890 凸版印刷（株） 東京都台東区台東１丁目５番１号
891 トッパン・フォームズ（株） 東京都港区東新橋１－７－３
892 長瀬ランダウア（株） 茨城県つくば市諏訪Ｃ２２街区１
893 長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１
894 ナカバヤシ（株） 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号
895 中道リース(株) 北海道札幌市中央区北一条東三丁目３番地
896 ナショナルエレベーター工業（株） 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原４７－１２
897 （株）西原環境 東京都港区海岸３－２０－２０
898 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地
899 ㈱ニック 福岡県大野城市川久保三丁目1番23号
900 （株）ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３
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901 日清医療食品（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング２０階

902 ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号
903 日通リース＆ファイナンス（株） 東京都港区海岸一丁目１４番２２号
904 日東工営（株） 東京都新宿区西新宿七丁目７－３０
905 日本オーチス･エレベータ（株） 東京都文京区本駒込二丁目２８－８
906 日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号
907 日本ケーブル（株） 東京都千代田区神田錦町二丁目１１
908 （株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号
909 （株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台１丁目１９－１１
910 日本会計コンサルティング（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号
911 （一社）　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１‐１０　保健会館新館
912 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６
913 （一社）日本経営協会 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目１１番８号
914 日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１－２
915 日本国民食（株） 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３
916 日本コムテック（株） 北海道札幌市中央区南八条西十三丁目３－６０
917 （株）日本サポートサービス 東京都千代田区神田猿楽町二丁目２番１０号
918 日本信号（株） 東京都千代田区丸の内一丁目５－１
919 日本水機調査（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目1番1号　神戸メリケンビル304号

920 日本水道管路（株） 東京都中央区晴海３丁目１３－１－４９２３
921 日本ソフト開発(株) 滋賀県米原市米原西２３
922 日本調剤（株） 東京都千代田区丸の内１－９－１
923 Nextーi（株） 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号
924 能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号
925 ノボキュア（株） 東京都千代田区丸の内１－９－１　グラントウキョウノースタワー３６階

926 （株）博愛社 東京都台東区小島一丁目４番３号
927 （株）ハセテック 神奈川県横浜市港北区新羽町７３５番地
928 （株）八州 東京都江東区木場五丁目８－４０
929 花木工業（株） 東京都台東区台東４－２０－５
930 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１－６１
931 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 東京都中央区銀座八丁目２１－１
932 （株）ハムシステム庄内 山形県酒田市両羽町６－４
933 （株）林田製作所 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田56-1
934 （株）ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１－９
935 （株）ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１
936 東日本漏水調査（株） 山形県米沢市窪田町藤泉１４４６番地の１
937 （株）日立国際電気 東京都港区西新橋２－１５－１２
938 （株）日立システムズ 東京都品川区大崎１－２－１
939 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６－６
940 （株）日立ハイテクフィールディング 東京都港区虎ノ門１丁目１７－１
941 （株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地
942 ヒビノスペーステック（株） 東京都港区海岸二丁目７－７０
943 （株）平金商店 岩手県盛岡市肴町８番２４号
944 （株）フィリップス・ジャパン 東京都港区港南二丁目１３番３７号フィリップスビル
945 フードディスカバリー（株） 東京都中央区築地３－１１－６　築地スクエアビル７階
946 富士産業（株） 東京都港区新橋五丁目３２番７号
947 富士ゼロックスシステムサービス（株） 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号
948 フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号
949 （株）富士通エフサス 神奈川県川崎市中原区中丸子１３－２
950 （株）富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３－１７
951 （株）富士通ゼネラルOSテクノロジー 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号
952 富士通リース（株） 東京都千代田区神田練塀町３番地
953 フジテコム（株） 東京都千代田区神田佐久間町２－２０
954 フジテック（株） 滋賀県彦根市宮田町５９１－１
955 富士電機（株） 東京都品川区大崎一丁目１１－２
956 （株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号
957 （株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８－１６
958 （株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町４－３－１８
959 文化シャッターサービス（株） 東京都豊島区西巣鴨４丁目１４番５号
960 （株）ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号
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961 （株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦3丁目5番27号
962 （株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１　ACROSS８階
963 （株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　MG薬院ビル
964 ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） 東京都中野区中野四丁目１０番２号
965 （株）北辰エース 宮城県仙台市青葉区柏木１－２－４５
966 （株）北勢工業 秋田県秋田市仁井田本町五丁目１－６２
967 （株）ホスピタルパートナーズ 東京都新宿区左門町20番地
968 マーソ（株） 東京都港区虎ノ門４－３－１　城山トラストタワー１７階
969 （株）前川製作所 東京都江東区牡丹三丁目１４－１５
970 （株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５－１１
971 マスプロ電工（株） 愛知県日進市浅田町上納８０
972 （株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１２
973 （株）松村電機製作所 東京都文京区根津二丁目１２－１
974 丸善雄松堂（株） 東京都中央区日本橋二丁目３番１０号
975 丸茂電機（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２４
976 ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号アクア堂島NBFタワー１７階

977 みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門１－２－６
978 みずほリース（株） 東京都港区虎ノ門１－２－６
979 三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地１－１３
980 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 東京都港区芝浦1丁目２番３号
981 三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３－２
982 三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７－３
983 三菱電機クレジット（株） 東京都品川区大崎一丁目６番３号
984 三菱電機ビルテクノサービス（株） 東京都千代田区有楽町１－７－１
985 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５－２４－８
986 宮城ヤンマー（株） 宮城県石巻市松並一丁目１４－５
987 （株）ムサシ 東京都中央区銀座八丁目２０番３６号
988 （株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎三丁目７番９号
989 （株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１－１
990 （株）名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号
991 メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地
992 （株）メディアドゥ 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号
993 （株）メフォス 東京都港区赤坂二丁目２３番１号
994 （株）盛岡臨床検査センター 岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地３
995 森平舞台機構（株） 東京都台東区花川戸二丁目１１－２
996 （株）大和速記情報センター 東京都港区新橋５－１３－１
997 ヤマハサウンドシステム（株） 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２
998 （株）邑計画事務所 岩手県盛岡市下ノ橋町７－３６
999 （株）ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号　日東九段ビル６階
1000 ラサ商事（株） 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目１１－５
1001 （株）ラドネット東北 宮城県仙台市泉区虹の丘二丁目６－２６
1002 （株）ラング 岩手県盛岡市永井２０地割６１番地５　ＣＡビル１Ｆ
1003 ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町１－２－１０
1004 （株）リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合三丁目２１番２号
1005 （株）リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
1006 （株）理研分析センター 山形県鶴岡市道形町１８－１７
1007 リコーリース（株） 東京都千代田区紀尾井町４－１
1008 （株）リサーチアンドソリューション 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－３３
1009 理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４－１０
1010 （株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号
1011 菱光リフト東北（株） 宮城県仙台市泉区加茂三丁目１６番地の８
1012 （株）LEOC 東京都千代田区大手町１－１－３
1013 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３
1014 ワイズ公共データシステム（株） 長野県長野市田町２１２０－１
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