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3433 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ アースサポート（株） 

東京都渋谷区本町一丁目 4 番 14 号 

代表取締役 森山 典明 03-3377-1100 03-3377-1772 

 

委託 介護ｻｰﾋﾞｽ                       

3030 ｱｰｽﾜｰｸ (株)アースワーク 

長野県長野市大字柳原 2361 番地 12 

代表取締役 永井 秀明 026-295-0919 026-295-0933 

 

委託 飲料水貯水槽清掃、配水池等水道施設不断水清

掃点検業務 委託 水道施設、配水池等水道施設不断

水調査業務                     

3397 ｱｰﾑｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ (株)アームズ東日本 

宮城県仙台市宮城野区新田四丁目 32 番 28 号 

代表取締役 木村 栄喜 022-231-4039 022-231-5344 

岩手県盛岡市北山 2-27-1 長内ビル 201 号 

所長 真田 吉憲 019-663-8039 019-663-8038 

委託 下水道管路施設調査 委託 下水道管渠清掃（清

掃から収集・運搬まで）                     

3447 ｱｲｳﾞｨｯｸ （株）アイヴィック 

岩手県盛岡市永井 1 地割 13 番地 1 

代表取締役 下斗米 利一 019-638-5190 019-638-0742 

 

委託 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・

運搬）、産業廃棄物（処理）、機密文書の出張裁断・ﾘｻ

ｲｸﾙ 委託 Ｘ線診療室の漏洩線量測定                     

3168 ｱｲｴﾑｻｰﾋﾞｽ アイ・エム・サービス(株) 

東京都港区芝大門二丁目 11 番 1 号 

代表取締役 平野井 元久 03-5408-5530 03-5472-3060 

秋田県秋田市山王二丁目 1 番 60 号 

秋田営業所長 西野 清 018-865-6611 018-823-6110 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                     

3342 ｱｲｹｰｴｽ (株)アイ・ケー・エス 

宮城県石巻市鋳銭場 5 番 21 号 

代表取締役 森田 和 0225-96-6420 0225-96-6840 

 

薬品 工業用薬品 機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟ

ﾚｯｻｰ、その他                     

委託 下水処理施設、浄化槽、水道施設、ごみ焼却施

設 委託 水質検査                     

3258 ｱｲｼｰｴｽ (株)アイシーエス 

岩手県盛岡市松尾町 17 番 8 号 

代表取締役社長 法貴 敬 019-651-2626 019-651-2693 

 

事務用品 ファクシミリ、デジタル印刷機、電子複写

機 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周

辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 複写機・

ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 借入れ 複写機、OA

機器                   

3022 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機(株) 

愛知県名古屋市熱田区千年一丁目 2 番 70 号 

代表取締役社長 星加 俊之 052-661-5151 052-661-9315 

岩手県盛岡市月が丘一丁目 11 番 43 号 

所長 鬼頭 尚道 019-646-8836 019-646-8880 

計測実験検査機器 ﾒｰﾀｰ類、電磁流量計                       

 

3101 ｱｲﾃｯｸ アイテック(株) 

大阪府大阪市北区梅田三丁目 3 番 10 号 

代表取締役 前田 幸治 06-6346-0036 06-6346-0038 

岩手県盛岡市みたけ一丁目 7 番 23 号 岩加ﾋﾞﾙ 403 号 

支店長 高橋 桂太 019-648-0060 019-648-0062 

委託 下水処理施設、粗大ごみ処理施設、水道施設、

ごみ焼却施設                       

3253 ｱｲﾈｽ (株)アイネス 

神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目 9 番 2 号 

代表取締役社長 森 悦郎 045-912-5500 045-912-4300 

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 17 番 7 号 

支社長 前田 好治 022-265-7401 022-265-9011 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                       

3365 ｱｲﾈｯﾄ アイネット(株) 

福島県会津若松市天神町 30 番 52 号 

代表取締役 佐藤 守哉 0242-26-4934 0242-27-1013 

 

委託 緊急通報ｼｽﾃﾑ                       

3378 ｱｲﾋﾞｰｼｰｲﾜﾃﾎｳｿｳ (株)アイビーシー岩手放送 

岩手県盛岡市志家町 6 番 1 号 

委託 公告・宣伝 委託 映像・記録                     
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代表取締役社長 鎌田 英樹 019-623-3131 019-651-2428 

 

3132 ｱｲﾋﾞｰｼｰｶｲﾊﾂｾﾝﾀｰ (株)アイ・ビー・シー開発センター 

岩手県盛岡市中ノ橋通二丁目 4 番 16 号 

代表取締役社長 駒井 一郎 019-651-1201 019-652-1234 

 

電気機器 放送設備、業務用音声機器                       

委託 催事企画運営、公告・宣伝、印刷物の企画編集、

映像・記録、音声・記録                       

3349 ｱｲﾋﾞｰｼﾞｪｰｴﾙﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ ＩＢＪＬ東芝リース(株) 

東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 6 号 

代表取締役 吉田 亨 03-5253-6760 050-3730-6765 

 

借入れ 複写機、OA 機器、分煙機器、空気洗浄機、医

療機器、LED 照明設備                       

3133 ｱｲﾎｰ (株)アイホー 

愛知県豊川市白鳥町防入 60 番地 

代表取締役社長 寺部 良洋 0533-88-5111 0533-88-4510 

岩手県盛岡市本宮 1-5-22 

所長 井口 努 019-656-5077 019-656-5078 

厨房機器 業務用厨房機器、ﾎﾞｲﾗｰ 厨房機器 食器、

厨房用品 電気機器 冷凍冷蔵設備                   

修繕 厨房機器                       

3069 ｱｵｲｺｳｷﾞｮｳ 葵工業(株) 

宮城県仙台市宮城野区大梶 10 番 15 号 

代表取締役 鎌田 昭夫 022-297-2021 022-299-7145 

 

その他 案内板、ナンバープレート、看板、掲示板                       

 

3074 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売(株) 

青森県青森市中央一丁目 23 番 4 号 

代表取締役 林 均 017-735-7800 017-735-7895 

 

暖房器具 ストーブ・ファンヒーター 電気機器 空

調設備 機械器具 ポンプ、発電機 機械器具 無線機

器                 

委託 冷暖房機器、通信機器、立体駐車場設備 修繕 

冷暖房機器、無線電話機器、電気機器                     

3232 ｱｷﾀｶｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 秋田活版印刷(株) 

秋田県秋田市寺内字三千刈 110 番地の 1 

代表取締役社長 畠山 紀夫 018-888-3500 018-888-3505 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ 印刷・製本 製本                     

 

3293 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電（株） 

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目 4 番 1 号 

代表取締役 中川 崇 022-298-3031 022-298-3075 

岩手県盛岡市中央通 3-7-1 

取締役事務所長 高屋敷 久人 019-622-8711 019-622-8477 

電気機器 空調設備、蓄電池、各種受変電設備、監視

制御設備、動力設備 計測実験検査機器 上下水道施

設用水位計、濁度計等ｾﾝｻｰ 機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、

ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、陶芸窯、上下水道施設用各種ﾎﾟﾝﾌﾟ・弁

類                   

委託 水道施設 修繕 水道施設電気・機械・計装設

備、各機器修理                     

3265 ｱｸｱｴｺﾗｲﾌ （有）アクア・エコライフ 

宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原 143 番地 2 

代表取締役 髙橋 典郎 022-399-2980 022-399-4460 

岩手県奥州市水沢区西上野町 9 番 1 号 

所長 髙橋 典郎 0197-25-3641 0197-22-7701 

薬品 工業用薬品 計測実験検査機器 測定機器、実験

機器 機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、洗浄機 薬品 検査試薬 薬

品 除草剤、殺そ剤 医療用機器 感染症対策用品 消

防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ 建設資材 凍結防止剤         

 

3086 ｱｸｱｺｳｷﾞｮｳ アクア工業(株) 

岩手県盛岡市西青山二丁目 18 番 1 号 

代表取締役 金澤 和哉 019-647-2775 019-647-2793 

 

修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、給排水給湯衛生設備 委託 

冷暖房機器、水道施設、給排水給湯衛生設備                     

3442 ｱｸｱﾃｯｸ アクアテック（株） 

千葉県松戸市松飛台 204-9-302 号 

代表取締役 松坂 福弘 047-394-4769 047-394-4759 

宮城県仙台市若林区石名坂 10-111 

所長 大場 直樹 022-797-6802 022-797-6803 

委託 漏水調査                       

3357 ｱｹｱ (株)アケア 

青森県八戸市北インター工業団地三丁目 2 番 88 号 

代表取締役 源新 和彦 0178-28-2035 0178-28-2053 

岩手県北上市村崎野 14 地割 468-2 

薬品 水処理用薬剤、消臭剤、活性炭、消石灰等 機

械器具 貫流ﾎﾞｲﾗ、ﾎﾟﾝﾌﾟ等                     

委託 活性炭入替業務等 修繕 ﾎﾞｲﾗｰ                     
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所長 田端 直樹 0197-66-6166 0197-66-6150 

3203 ｱｻﾋｶｲｹｲ 税理士法人 あさひ会計 

山形県山形市東原町二丁目 1 番 27 号 

代表社員 田牧 大祐 023-631-6521 023-631-6520 

 

委託 税務支援 他                       

3227 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ 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 

代表取締役 中西 広幸 078-333-5600 078-333-5681 

宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目 5-11 

所長 氏家 浩樹 022-767-6777 022-767-6778 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理）                       

3163 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測(株) 

東京都新宿区西新宿六丁目 14 番 1 号 新宿グリーンタワービル 

代表取締役 小川 紀一朗 03-5909-4181 03-3348-2248 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 14-10 岩手地所盛岡駅前ビル 

支店長 箱石 剛 019-604-3880 019-604-3888 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器 印刷・製

本 地図調製 印刷・製本 青焼・コピー                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 調査・統計、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ写

真 借入れ OA 機器                 

3170 ｱｼｽﾄﾜﾝｴﾅｼﾞｰ (株)アシストワンエナジー 

北海道札幌市中央区北四条西二丁目 1 番地 1 カメイ札幌駅前ビ

ル 9 階 

代表取締役 深川 政和 011-233-5333 011-200-8600 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 電力                       

 

3422 ｱｽﾞｼｰﾄﾞ (株)アズ・シード 

岩手県滝沢市大釜風林 3 番地 27 

代表取締役 菊地 篤志 019-686-1770 019-686-1703 

 

借入れ 仮設建築物、ｲﾍﾞﾝﾄ機材各種 委託 催事企画

運営                     

3191 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門(株) 

東京都豊島区北大塚一丁目 14 番 3 号 

代表取締役社長 上西 正泰 03-5980-3730 03-5980-3750 

岩手県盛岡市加賀野三丁目 10 番 1 号 

所長 吉野 克 019-625-2094 019-625-2092 

計測実験検査機器 ﾒｰﾀｰ類、水道ﾒｰﾀｰ                       

 

3014 ｱｾｽ (有)アセス 

岩手県北上市流通センター6 番 45 号 

代表取締役 菅原 忠則 0197-68-4100 0197-68-4356 

 

委託 大気検査・環境検査、水質検査 委託 飲料水貯

水槽清掃 委託 浄化槽                   

3310 ｱﾁｶ (株)ｱﾁｶ 

秋田県秋田市川尻町字大川反 170 番地 179 

代表取締役 大槻 忠則 018-823-8781 018-823-8790 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ利用

提供 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 借入れ 複写機、OA 機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                   

3382 ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ 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 

代表取締役 山岸 高広 03-3773-2021 03-3773-7912 

 

機械器具 緊急通報端末装置                       

委託 緊急通報、電話相談、ｺｰﾙｾﾝﾀｰ、特定保健指導                       

3251 ｱﾙｿｯｸｲﾜﾃ ＡＬＳＯＫ岩手(株) 

岩手県盛岡市津志田西一丁目 24 番 15 号 

代表取締役社長 瀧川 誠 019-631-3111 019-656-5087 

 

医療用機器 自動体外式除細動器 写真・光学機器 

防犯ｶﾒﾗ等 消防・保安器材 消火器、住宅用火災警報

器 消防・保安器材 非常食、緊急防災用品等                 

委託 機械、巡回、常駐、駐車場・駐輪場等整理（交

通整理含む）、警備輸送業務 委託 消防用設備 委託 

ﾚｾﾌﾟﾄ                   

3171 ｲｸｽﾙ (株)イクスル 

岩手県岩手郡雫石町板橋 82 番地 7 

代表取締役 髙桑 満 019-691-2555 019-691-2557 

 

建設資材 道路資材、ﾈｯﾄ・ﾌｪﾝｽ その他 案内板、看

板                     
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3351 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ 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 

代表取締役 石川 哲朗 022-786-6311 022-388-7670 

岩手県盛岡市津志田中央二丁目 1 番 23 号 

支社長 及川 進 019-638-3111 019-638-3117 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｵｲﾙ 機械器具 溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発

電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機 車両 ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ 車両 除

雪車、ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、

洗車機               

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械                       

3233 ｲｽﾞﾐｾｲｿｳ いずみ清掃(株) 

宮城県仙台市泉区南光台一丁目 14 番 10 号 

代表取締役 熊野 靖一 022-275-2345 022-218-3338 

 

委託 下水道管渠清掃（清掃から収集・運搬まで）、下

水道管渠 TV カメラ調査 委託 産業廃棄物（運送・

運搬）                     

3480 ｲｾｷﾄｳﾎｸ (株)ヰセキ東北 

宮城県岩沼市下野郷字新南長沼 1 番地の 2 

代表取締役社長 赤坂 暁生 0223-24-1111 0223-24-2240 

岩手県岩手郡雫石町柿木 61-1 

所長 蒲沢 弘 019-692-2545 019-692-1325 

機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、除

雪機 機械器具 農林業用機械 車両 ﾄﾗｸﾀｰ 薬品 

除草剤、肥料、殺そ剤                 

 

3465 ｲﾁﾉｾｷﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ (有)一関防災設備 

岩手県一関市赤萩字松木 218 番地 1 

代表取締役 遠田 榮子 0191-25-2277 0191-25-5420 

 

車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、小型ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車                       

 

3166 ｲﾄｳｸﾞﾐ (株)伊藤組 

岩手県花巻市山の神 797 番地 1 

代表取締役 伊藤 智仁 0198-24-1193 0198-24-9798 

岩手県盛岡市清水町 1 番 6 号 

支店長 高橋 優 019-625-1193 019-625-1148 

委託 下水道管渠清掃（清掃から収集・運搬まで）、側

溝排水路清掃、公園・道路等清掃 委託 下水管内保

守管理 委託 漏水調査                   

3126 ｲﾜｼｮｳｷｺｳ (有)岩昭機工 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 10 地割 520 番地１0 

代表取締役 太田 透 019-638-2710 019-638-2855 

 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備 薬品 工業用薬品                     

委託 冷暖房機器 修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ                     

3369 ｲﾜﾃｶｲﾊﾂｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)岩手開発測量設計 

岩手県盛岡市上堂三丁目 18 番 33 号 

代表取締役 菊地 信和 019-645-1123 019-646-3729 

 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

ﾃﾞｰﾀ保守点検                     

3350 ｲﾜﾃｶｶﾞｸｼｬ (株)岩手科学社 

岩手県盛岡市本町通一丁目 5 番 30 号 

代表取締役 高藤 政二 019-624-0423 019-624-0422 

 

家具 家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅子、舞台用

具、調理台・実験台 医療用機器 医療用備品、車い

す、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、自

動体外式除細動器 計測実験検査機器 測量機器、測

定機器、実験機器 教材教具 教材 事務用品 文房具

全般、図書用品 機械器具 ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 機

械器具 木工用機械、電動工具、陶芸窯 電気機器 放

送設備、舞台照明設備 日用雑貨 日用雑貨、清掃用

品、蛍光灯 医療用機器 介護用品 消防・保安器材 

熊鈴 その他 銘板 

 

3083 ｲﾜﾃｷｿｺｳｷﾞｮｳ 岩手基礎工業(株) 

岩手県北上市流通センター1 番 34 号 

代表取締役 三田 利雄 0197-68-2181 0197-68-2182 

 

委託 下水道管渠清掃（清掃から収集・運搬まで） 委

託 下水道不明水調査 修繕 下水道管渠修繕                   

3116 ｲﾜﾃｸﾞﾘｰﾝｱｽｺﾝ 岩手グリーンアスコン(株) 

岩手県盛岡市上厨川字横長根 52 番地 29 

代表取締役 髙橋 重美 019-647-0151 019-647-6171 

 

建設資材 道路資材、凍結防止剤                       

 

3340 ｲﾜﾃｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 岩手ケーブルテレビジョン（株） 

岩手県盛岡市愛宕町 11 番 22 号 

代表取締役社長 阿部 新一 019-654-7711 019-654-7733 

 

電気機器 放送設備、ﾄﾞﾛｯﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ他 機械器具 無線

機器、無線ﾙｰﾀｰ他                     

委託 公告・宣伝、映像・記録、企画制作他                       
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3124 ｲﾜﾃｹﾝｴｷｶｶﾞｽｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 岩手県液化ガス事業協同

組合 

岩手県盛岡市菜園一丁目 3 番 6 号 

代表理事 鈴木 旭 019-606-3200 019-606-3205 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 計測実験検査機器 ﾒｰ

ﾀｰ類 消防・保安器材 ｶﾞｽもれ警報器 厨房機器 家

庭用厨房機器 厨房機器 業務用厨房機器               

修繕 測量・測定機器、厨房機器、ｶﾞｽ配管等の修理・

整備 委託 LP ｶﾞｽ容器検査                     

3153 ｲﾜﾃｹﾝｼﾝﾘﾝｾｲﾋﾞｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 岩手県森林整備協同組合 

岩手県盛岡市大沢川原二丁目 5 番 38 号 

代表理事 千葉 康生 019-651-5522 019-625-1288 

 

売払い 立木 委託 山林                     

3015 ｲﾜﾃｹﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ 一般社団法人 岩手県薬剤師会 

岩手県盛岡市馬場町 3 番 12 号 

代表理事 畑澤 博巳 019-622-2467 019-653-2273 

岩手県盛岡市上堂三丁目 17 番 37 号 

所長 嶋 弘一 019-641-4401 019-641-4792 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、放射能測定、

食品検査                       

3250 ｲﾜﾃｻﾝｿ 岩手酸素(株) 

岩手県北上市和賀町藤根 18 地割 81 番地 1 

代表取締役 堀内 健一 0197-73-7799 0197-73-7591 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・混合油 燃料・ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ関係 A 重油、灯油 薬品 医療用薬品 薬品 工業

用薬品、工業用ｶﾞｽ 薬品 分析・校正用標準ｶﾞｽ 機

械器具 電動工具、溶接機、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 消

防・保安器材 消火器 消防器具・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、

ｶﾞｽ検知警報器（酸欠計、可燃・毒ｶﾞｽ警報器等） 暖

房器具 ｽﾄｰﾌﾞ・ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ       

委託 ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃 委託 冷暖房機器、医療用機器、医

療用ｶﾞｽ供給設備保守点検 委託 産業廃棄物（運送・

運搬）                   

3003 ｲﾜﾃｼﾞｮｳｶｿｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ (有)岩手浄化槽管理センター 

岩手県盛岡市下田字陣場 40 番地 14 

代表取締役 後藤 行夫 019-683-2662 019-683-2664 

 

委託 浄化槽 修繕 浄化槽                     

3323 ｲﾜﾃｿｳｺﾞｳﾃﾞﾝｼ (有)岩手総合電子 

岩手県盛岡市上田四丁目 18 番 30 号 

代表取締役 土井 武文 019-623-5141 019-623-5143 

 

機械器具 無線機器                       

委託 通信機器 修繕 無線電話機器                     

3224 ｲﾜﾃﾀﾞｲﾊﾂﾊﾝﾊﾞｲ 岩手ダイハツ販売(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 7 地割 334 番地 

代表取締役 中田 利光 019-698-3371 019-698-4333 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 7 地割 334 番地 

グループリーダー 岩澤 克彦 019-698-1911 019-698-4333 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪ﾄﾗｯｸ                       

 

3167 ｲﾜﾃﾃﾞﾝｺｳ 岩手電工(株) 

岩手県盛岡市南仙北一丁目 22 番 61 号 

代表取締役 川村 武史 019-636-3911 019-635-7452 

 

委託 冷暖房機器、放送機器、舞台音響・照明・機構

設備、消防用設備                       

3176 ｲﾜﾃﾄﾞｳﾛｶｲﾊﾂ 岩手道路開発(株) 

岩手県盛岡市東見前 3 地割 29 番地 1 

代表取締役 田村 昭徳 019-656-1860 019-656-1861 

岩手県盛岡市東見前 3 地割 29 番地 1 

営業課長 川道 隆央 019-656-1860 019-656-1861 

建築資材 道路資材、ﾈｯﾄ・ﾌｪﾝｽ、凍結防止剤、人孔口

環及び蓋、落蓋式 U 字側溝及び蓋、常温合材 その

他 案内板、看板 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、安全ﾍﾞｽﾄ

・保安灯 繊維・ゴム類 ｺﾞﾑ長靴、安全靴                 

 

3376 ｲﾜﾃﾅﾌﾞｺ (株)岩手ナブコ 

岩手県盛岡市東見前 4 地割 13 番地 3 

代表取締役 坂本 啓一 019-637-5511 019-637-9511 

 

委託 自動ドア 修繕 自動ドア                     

3302 ｲﾜﾃﾉｳｻﾝ 岩手農蚕（株） 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目 4 番 8 号 

代表取締役 松田 和秀 019-637-2424 019-637-2430 

 

暖房器具 ストーブ・ファンヒーター 計測実験検査

機器 はかり 機械器具 電動工具、溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、

発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、除雪機 機械器具 農

林業用機械 車両 ﾄﾗｸﾀｰ 薬品 工業用薬品 薬品 
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除草剤、肥料、資料、殺そ剤、殺虫剤、殺菌剤 建設

資材 凍結防止剤 その他 農林業用・園芸用資材全

般       

修繕 農林業用機械、作業用機械、特殊車両・建設機

械、その他                       

3466 ｲﾜﾃﾉｰﾐ 岩手ノーミ(株) 

岩手県盛岡市青山二丁目 20 番 5 号 

代表取締役 斉藤 仁 019-645-0552 019-645-0573 

 

消防・保安器材 消火器 消防・保安器材 火災警報

器、非常食                     

委託 舞台音響・照明・機構設備、消防用設備 修繕 

消防・保安器材                     

3045 ｲﾜﾃﾋﾞｿｳ 岩手美装(株) 

岩手県盛岡市東仙北二丁目 4 番 16 号 

代表取締役 須川 敏昭 019-601-6200 019-601-6226 

 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 常駐、駐車

場・駐輪場等整理（交通整理含む）、受付・展示物案

内 委託 ねずみ・昆虫等防除                   

3035 ｲﾜﾃﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 岩手日野自動車(株) 

岩手県盛岡市東見前 5 地割 31 番地 

代表取締役 清水 洋治 019-638-1137 019-638-1263 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｵｲﾙ 車両 ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ 車両 消防

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、除雪車、散水車・塵芥車・高所作業車

など 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類                 

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械 売払い 一般車

両、特殊車両・建設機械                     

3110 ｲﾜﾃﾐｼﾝｼｮｳｶｲ (有)岩手ミシン商会 

岩手県盛岡市月が丘一丁目 8 番 8 号 

代表取締役 木村 照美 019-627-4015 019-647-4012 

 

機械器具 ﾐｼﾝ 教材教具 家庭科・手芸用品                     

修繕 ﾐｼﾝ修理、家庭科指導                       

3400 ｲﾜﾃﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 岩手三菱ふそう自動車販売(株) 

岩手県滝沢市大釜中道 38 番地 2 

代表取締役 今野 継男 019-684-5152 019-684-4053 

岩手県滝沢市大釜中道 38 番地 2 

支店長 岩田 雄一 019-684-5151 019-684-6735 

車両 ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、洗車機                     

修繕 一般車両                       

3273 ｲﾜﾃﾐﾔｺﾞﾘｭｳﾂｳ 岩手三八五流通(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字赤林第 5 地割 48 番地 

代表取締役社長 上條 幸彦 019-637-1395 019-632-3851 

岩手県紫波郡矢巾町大字赤林 5-48 

支店長 阿部 安浩 019-638-5385 019-638-8980 

建設資材 凍結防止剤                       

委託 引越業                       

3307 ｲﾜﾃﾖｳﾌｸﾊﾝﾊﾞｲ 岩手洋服販売（株） 

岩手県盛岡市中央通一丁目 1 番 34 号 

代表取締役 深瀨 信夫 019-601-2612 019-622-7779 

 

繊維・ｺﾞﾑ類 制服・制帽、作業服、防寒服、制服付属

品・装備用品 繊維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞﾑ長靴、安全靴 

消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、非常食、夜光ﾁｮｯｷ、

誘導灯、信号灯、LED ﾗｲﾄ等 その他 徽章、旗                 

 

3127 ｲﾜﾉｼｮｳｶｲ (株)岩野商会 

岩手県盛岡市本宮一丁目 17 番 6 号 

代表取締役 岩野 法光 019-656-4753 019-656-4750 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、

救助器具 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、

消防訓練服、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、

非常食、空気呼吸器 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、積載車 

繊維・ゴム類 制服・制帽 その他 徽章               

委託 消防用設備 修繕 消防・保安器材 委託 消火

器収集運搬                   

3028 ｲﾝﾀｰﾜｰｸｽ (株)インターワークス 

岩手県盛岡市門一丁目 4 番 32 号 ﾍﾞｽﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 1F 

代表取締役 山口 博章 019-622-1501 019-622-1558 

 

消防・保安器材 非常食                       

 

3172 ｲﾝﾀﾗｯｸｷﾀﾆﾎﾝ (株)インタラック北日本 

岩手県盛岡市中央通一丁目 11 番 17 号 

代表取締役 佐藤 安則 019-622-7700 019-622-7715 

 

委託 人材派遣 委託 外国語指導・支援業務                     

3403 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ (株)ヴィクトリア ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般、ｱｳﾄﾄﾞｱ、体育設備 繊維
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東京都千代田区神田小川町三丁目 4 番地 2 

代表取締役 藤澤 剛 03-5282-7700 03-5282-7711 

岩手県盛岡市青山 4-46-15 

ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木田 誠悦 019-638-0019 019-638-7421 

・ｺﾞﾑ類 事務服、制服・制帽、防寒服 繊維・ｺﾞﾑ類 

雨衣、ｺﾞﾑ長靴、安全靴 教材教具 遊具 その他 時

計・貴金属 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗 その他 横

断幕           

 

3441 ｳｲﾝﾄﾞｸﾛｽ （株）ウインドクロス 

岩手県盛岡市菜園二丁目 1 番 9 号 

代表取締役 臼沢 宏幸 019-623-2788 019-623-3735 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、小冊子 印刷・製本 製本 その他 看

板                   

委託 公告・宣伝、印刷物の企画編集                       

3483 ｳｪﾙﾈｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (株)ウェルネスコーポレーション 

岩手県滝沢市篠木黒畑 137 番地 1 

代表取締役 佐々 隆臣 019-601-8213 019-601-8214 

岩手県滝沢市篠木黒畑 137-1 

所長 澤田 定俊 019-601-8213 019-601-8214 

医療用機器 介護用品 医療用機器 車いす、介護用備

品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品                     

 

3088 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ (株)ウォーターエージェンシー 

東京都新宿区東五軒町 3 番 25 号 

代表取締役社長 榊原 秀明 03-3267-4010 03-3267-4409 

岩手県盛岡市三本柳 7 地割 11-13 

営業所長 鷹觜 琢也 019-638-9401 019-638-9403 

機械器具 水処理関連機械器具、水位計、水処理関連

計測器 薬品 工業用薬品、水処理関連薬品                     

委託 下水処理施設、水道施設、ごみ焼却施設                       

3156 ｴｲﾀﾞｲｲﾝｻﾂ 永代印刷(株) 

岩手県盛岡市北飯岡一丁目 8 番 30 号 

代表取締役 佐々木 裕 019-636-0011 019-636-0099 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、ﾄﾞﾛｰﾝ撮影 印刷・製本 製本                     

 

3051 ｴｲﾔｸﾋﾝｼｮｳｼﾞ 永薬品商事(株) 

岩手県奥州市水沢字高屋敷 24 番地 1 

代表取締役 佐々木 祐喜 0197-24-4244 0197-25-2116 

岩手県盛岡市上田字末屋敷 28-51 

所長 菅原 和幸 019-663-1231 0120-472116 

薬品 医療用薬品、防疫薬剤 薬品 工業用薬品 薬品 

殺そ剤 薬品 検査試薬 印刷・製本 介護・国保・

保険ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 医療用機器 感染症対策用品 計測実

験検査機器 測定機器、実験機器 計測実験検査機器 

検査機器 消防・保安器材 ｶﾞｽもれ警報器       

委託 飲料水貯水槽清掃、側溝排水路清掃、排水詰ま

り清掃、冷却塔清掃他 委託 大気検査・環境検査、

水質検査 委託 水道施設、建築設備検査 委託 ねず

み・昆虫等防除 委託 産業廃棄物(運送・運搬）               

3010 ｴｰﾜﾒﾃﾞｯｸ エーワメデック(株) 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15 番 20 号 

代表取締役社長 石澤 春喜 019-651-0576 019-654-2512 

 

日用雑貨 清掃用品、業務用洗剤                       

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、設備管理業務 委

託 常駐 委託 消防用設備 委託 ねずみ、昆虫等防

除                 

3315 ｴｸﾅ エクナ(株) 

岩手県盛岡市中央通一丁目 6 番 30 号 

代表取締役 吉川 和彦 019-652-3000 019-625-3135 

 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼ

ﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、ﾚｼ

ﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ その他 選挙用品 写真・光学機器 

映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ                 

委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ、自治体向けｿﾌﾄｳｪｱ開発 委託 ｼｽﾃ

ﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力、自治体向けｿﾌﾄｳｪｱ                     

3374 ｴｽｴﾇｶﾝｷｮｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ エスエヌ環境テクノロジー(株) 

大阪府大阪市此花区西九条五丁目 3 番 28 号 

代表取締役 下田 栖嗣 06-4804-5503 06-4804-5532 

東京都品川区南大井六丁目 26 番 3 号 

支店長 新保 和彦 03-6404-0190 03-6404-0192 

その他 清掃施設用機器部品                       

委託 ごみ焼却施設                       

3241 ｴｽｹｰｻﾝｷﾞｮｳ エスケー産業(株) 

北海道札幌市白石区東札幌一条四丁目 8 番 1 号 

代表取締役 木村 直樹 011-811-6600 011-811-3540 

岩手県八幡平市大更第 3 地割 155 番 5 

所長 河端 洋祐 0195-76-5520 0195-76-5521 

建設資材 道路資材、凍結防止剤、落蓋式 U 字側溝及

び蓋、ﾋｭｰﾑ管                       

 

3042 ｴﾄｼｮｳｼﾞ 江渡商事(株) 

青森県青森市問屋町一丁目 11 番 15 号 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器 医療用機器 

診療材料・診療用品                     
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代表取締役社長 江渡 文隆 017-738-4135 017-738-4138 

 

委託 医療用機器                       

3152 ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 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 

代表取締役社長 今関 智雄 03-6720-8400 03-6720-8451 

宮城県仙台市青葉区中央四丁目 6 番 1 号 

東北支店長 三沢 康秀 022-265-0807 022-265-0826 

借入れ 複写機、OA 機器、医療機器、情報関連機器、

事務用機器                       

3356 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NEC ソリューションイノベータ

(株) 

東京都江東区新木場一丁目 18 番 7 号 

代 表 取 締 役 執 行 役 員 社 長  杉 山  清  03-5534-2222 

03-5534-2559 

東京都江東区新木場一丁目 18 番 7 号 

本部長 神田 健治郎 03-5534-2625 03-5534-2559 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力作業、運用保守                       

3336 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ NEC ネッツエスアイ（株） 

東京都文京区後楽二丁目 6 番 1 号 

代表取締役 牛島 祐之 03-6699-7000 03-6699-7414 

岩手県盛岡市中央通二丁目 2 番 5 号 

所長 及川 賢司 019-625-9413 019-625-9967 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器                     

委託 通信機器                       

3311 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境(株) 

東京都港区芝公園一丁目 2 番 9 号 

代表取締役 浅野 幸雄 03-3432-5451 03-3432-2191 

岩手県盛岡市みたけ 4-3-33 

支店長 加茂 司 019-643-8911 019-643-8914 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、放射能測定、

放射線測定、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ測定 委託 PCB、ｱｽﾍﾞｽﾄ、ごみ

質調査分析                     

3300 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ （株）ＮＴＴドコモ 

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 

代表取締役社長 吉澤 和弘 03-5156-2081 03-5114-7051 

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 1 番 2 号 

執行役員支社長 藤原 道朗 019-648-4020 019-648-4088 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 周辺機器、

大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 計測実

験検査機器 測量機器、測定機器 医療用機器 医療機

器 教材教具 教材 事務用品 文房具全般 写真・

光学機器 映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 機械器具 ﾐｼﾝ         

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 借入れ OA 機器 

委託 機械 委託 通信機器、医療用機器 委託 大気

検査・環境検査               

3204 ｴﾇﾃｨﾃｨﾈｸｼｱ (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 

代表取締役 柴田 基靖 011-212-1111 011-212-1452 

岩手県盛岡市中央通一丁目 2 番 2 号 

所長 鈴木 平人 019-626-0120 019-625-4690 

委託 調査・統計、ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務                       

3214 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ (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 

代表取締役 中村 浩 022-269-2020 022-262-0068 

岩手県盛岡市中央通一丁目 2 番 2 号 

支店長 栗田 均 019-625-4281 019-651-6125 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 通信機器                     

3187 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ ＮＴＴファイナンス(株) 

東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 

代表取締役社長 坂井 義清 03-6455-8741 03-5463-3563 

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 1 番 2 号 

支店長 生島 靖識 022-266-3211 022-266-3480 

借入れ 複写機、OA 機器、家具、暖房用器具、分煙機

器、空気清浄機、医療機器、厨房機器、ｿﾌﾄｳｪｱ等                       

3184 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業(株) 

東京都中央区銀座七丁目 14 番 1 号 

代表取締役 鈴木 久司 03-5565-2881 03-5565-2894 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15-19 

所長 古舘 敦 019-625-7002 019-625-7004 

機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、産業用機器（洗浄ﾛﾎﾞｯﾄ） 薬品 工

業用薬品 医療用機器 医療機器                   

委託 下水処理施設、水道施設                       

3198 ｴﾊﾞﾗﾚｲﾈﾂｼｽﾃﾑ 荏原冷熱システム(株) 機械器具 冷凍機 薬品 工業用薬品                     
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東京都大田区大森北三丁目 2 番 16 号 

代表取締役 庄野 道 03-6384-8080 03-5493-0702 

宮城県仙台市若林区卸町東四丁目 4 番 30 号 

所長 渡邉 克之 022-288-5800 022-288-5802 

委託 冷暖房機器                       

3206 ｴﾑｼﾞｪｲ (株)エムジェイ 

宮城県大崎市古川駅前大通六丁目 4 番 20 号 

代表取締役 岩井 新陽 0229-22-4505 0229-24-4688 

 

その他 ﾃﾝﾄ                       

委託 催事企画運営 借入れ 催事用品全般                     

3269 ｴﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)Ｍ’ｓジャパン 

埼玉県所沢市大字山口 373 番地の 9 

代表取締役 宮﨑 訓 04-2926-7437 04-2001-1115 

宮城県名取市箱塚一丁目 11 番 14 号 

支店長 佐藤 大輔 022-383-8533 022-383-8544 

委託 漏水調査                       

3146 ｴﾑﾃｨｰｱｲ (株)エムティーアイ 

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 

代表取締役 前多 俊宏 03-5333-6789 03-5333-6791 

 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                       

3002 ｴﾑﾃﾞｨｰｴｽ (株)ＭＤＳ 

岩手県盛岡市本宮三丁目 34 番 8 号 

代表取締役 小松 秀弘 019-631-2877 019-635-7530 

 

機械器具 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺

機器 印刷・製本 DTP、一般印刷 その他 看板、横

断幕、案内板                   

 

3106 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エレベーターコミュニケーションズ

(株) 

東京都品川区南大井六丁目 16 番 16 号 鈴中ﾋﾞﾙ大森 3 階 

代表取締役 薄田 章博 03-5767-8111 03-5767-8125 

岩手県盛岡市本宮 2-16-1 小泉産業ﾋﾞﾙ 3F 

常務取締役 高橋 守 0800-222-3652 019-636-1533 

委託 昇降機類                       

3412 ｴﾝﾄﾞｳｼﾞﾑｷ (有)遠藤事務機 

岩手県盛岡市東緑が丘 21 番 15 号 

取締役 遠藤 玲二 019-662-4340 019-663-2229 

 

家具 家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅子 事務用

品 文房具全般、印章 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、電子複写機、

紙折機、裁断機、両替機、ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 繊維・

ゴム類 事務服、制服・制帽、作業服、防寒服 繊維

・ｺﾞﾑ類 ｶｰﾃﾝ、暗幕、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ類 機械器具 ﾄ

ﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 教材教具 教材、遊具 日用雑貨 

清掃用品、錠鍵 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾 その他 案

内板、看板 その他 ｷﾞﾌﾄ一般   

借入れ 複写機、OA 機器、家具                       

3247 ｵｳｼﾝｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 桜心警備保障(株) 

岩手県盛岡市上堂三丁目 19 番 4 号 

代表取締役 越場 健一 019-641-4411 019-641-3640 

 

委託 機械、巡回、常駐、駐車場・駐輪場等整理（交

通整理含む）、ｲﾍﾞﾝﾄ（雑踏）警備                       

3197 ｵｵﾊﾗﾃｯｺｳｼｮ (株)大原鉄工所 

新潟県長岡市城岡二丁目 8 番 1 号 

代表取締役社長 大原 興人 0258-24-2350 0258-24-8201 

 

車両 ｹﾞﾚﾝﾃﾞ整備車・雪上車                       

 

3437 ｵｷｳｨﾝﾃｯｸ 沖ウィンテック（株） 

東京都品川区北品川一丁目 19 番 4 号 

代表取締役社長 畠山 俊也 03-3740-2111 03-3740-2133 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 1 番 1 号 

支店長 阿部 道徳 022-263-3681 022-263-3683 

機械器具 無線機器、電話機器、電話交換機 機械器

具 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                     

委託 通信機器                       

3141 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業(株) 

東京都港区虎ノ門一丁目 7 番 12 号 

代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員  鎌 上  信 也  03-3501-3111 

03-3501-3914 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 1-1 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、情報処

理装置 機械器具 無線機器、電話機器、電子通信装

置                     

委託 ＯＡ機器、通信機器 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                     
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支社長 橋本 達也 022-225-6601 022-225-6687 

3455 ｵﾀﾞｼﾏｼｮｳｼﾞ 小田島商事（株） 

岩手県花巻市卸町 66 番地 

代表取締役 小田島 隆 0198-26-4151 0198-30-2421 

岩手県花巻市卸町 66 番地 

所長 高橋 一彦 0198-26-4700 0198-26-3783 

薬品 医療用薬品、ﾜｸﾁﾝ 薬品 工業用薬品 薬品 除

草剤、肥料、飼料 その他 苗木・生花・種子等、鉢

・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ等 建設資材 凍結防止剤               

 

3289 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング（株） 

岩手県盛岡市本町通三丁目 18 番 8 号 

代表取締役 畠山 政 019-652-4197 019-638-1931 

 

薬品 工業用薬品、ﾎﾞｲﾗｰ用薬剤・試薬等 厨房機器 

業務用厨房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、圧力容器類等 機械器具 ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、各種ﾎﾞｲﾗｰ類 電

気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備、焼却装置類等 建

設資材 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ、各種管材料等               

修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、厨房機器、電気機器 委託 

冷暖房機器、水道施設、ごみ焼却施設、圧力容器類等                     

3358 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計(株) 

東京都渋谷区元代々木町 30 番 13 号 

代表取締役社長 菅 伸彦 03-6757-8800 03-6757-8807 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 16-21 

所長 橋本 宏幸 019-651-8756 019-651-8737 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力作業 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽ

ﾃﾑ                     

3181 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽﾊﾝﾊﾞｲ 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 番 2 号 

代表取締役 森山 啓二 03-3379-6000 03-3379-6005 

岩手県盛岡市本宮 4 丁目 19 番 28 号 

所長 佐々木 真吾 019-634-1330 019-634-1340 

医療用機器 医療機器 医療用機器 診療器具、診療材

料・診療用品 写真・光学機器 顕微鏡                   

 

3095 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ (株)会議録センター 

埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目 4 番 12 号 

代表取締役 加藤 信也 048-549-0822 048-548-9400 

岩手県盛岡市中央通三丁目 15 番 17 号 

所長 萱場 勝竹 019-622-1698 019-629-1166 

電気機器 音響録音機等販売、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ録音機販売 印

刷・製本 軽印刷(冊子・報告書・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等)                     

委託 会議録の調整業務 委託 会議録検索ｼｽﾃﾑ、議会

映像配信ｼｽﾃﾑ 委託 家屋評価ｼｽﾃﾑ 委託 印刷物の

企画編集                 

3368 ｶｿｸｷﾌﾞﾝｾｷｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)加速器分析研究所 

神奈川県川崎市多摩区登戸新町 129 番地 1 

代表取締役 松井 隆雄 044-934-0020 044-931-5812 

 

委託 放射性炭素年代測定自然科学分析                       

3282 ｶﾎｸｲﾝｻﾂ 河北印刷(株) 

岩手県盛岡市本町通二丁目 8 番 7 号 

代表取締役社長 菊池 勝人 019-623-4256 019-623-0976 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ 印刷・製本 製本 その他 旗 その他 看板                 

 

3288 ｶﾜｸﾞﾁｲﾝｻﾂｺｳｷﾞｮｳ 川口印刷工業（株） 

岩手県盛岡市羽場 10 地割 1 番地 2 

代表取締役社長 斎藤 誠 019-632-2211 019-632-2217 

 

印刷・製本 一般印刷 印刷・製本 DTP（少部数印

刷） 印刷・製本 ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ 印刷・製本 製本 そ

の他 旗 その他 案内板 その他 看板 その他 横

断幕         

委託 HP 制作 委託 印刷物の企画編集                     

3415 ｶﾜｼﾏｲﾝｻﾂ 川嶋印刷(株) 

岩手県一関市上大槻街 3 番 11 号 

代表取締役 菊地 慶高 0191-46-4161 0191-46-4165 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目 9-2 

支社長 千葉 忍 019-601-2733 019-601-2731 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ その他 案内板、看板、横断幕 事務用品 事務

用紙類 その他 選挙用品、選挙用看板                 

委託 調査・統計、公告・宣伝、印刷物の企画編集、

航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、映像・記録、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成 委

託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                     

3421 ｶﾜﾊﾗｼﾞﾑｷ (有)カワハラ事務機 

岩手県盛岡市北松園二丁目 14 番 4 号 

代表取締役 川原 康広 019-662-1817 019-662-1811 

岩手県滝沢市鵜飼向新田 7-61 

所長 中村 慶介 019-699-1616 019-699-1617 

事務用品 文房具全般 事務用品 電子複写機 家具 

家具 事務用品 事務用紙類 家具 学校用机・椅子 

事務用品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機 家具 展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ 事務

用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ 事務用品 ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 事務用品 裁断機 

事務用品 ﾚｼﾞｽﾀｰ 事務用品 図書用品 

借入れ 複写機                       
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3076 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測(株) 

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町 84 番地 

代表取締役 石川 理積 075-643-0341 075-644-0645 

岩手県盛岡市三ツ割一丁目 12-1 

所長 品川 武志 019-601-9617 019-601-9617 

計測実験検査機器 測定機器、実験機器 機械器具 ﾃﾞ

ｰﾀﾛｶﾞｰ ﾃﾚﾒｰﾀｰｼｽﾃﾑ                     

委託 下水処理施設、環境測定機器、水質測定機器、

煙道排ガス分析計保守点検業務 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開

発 委託 大気検査・環境検査、水質検査                   

3399 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 環清工業(株) 

山形県酒田市浜中字八間山 135 番地の 1 

代表取締役社長 青山 武 0234-92-3111 0234-92-3115 

 

委託 上水道配水池ﾛﾎﾞｯﾄ清掃                       

3334 ｶﾝｿｳｹﾝ （株）管総研 

兵庫県尼崎市浜一丁目 1 番 1 号 

代表取締役社長 三好 秀幸 06-6470-6300 06-4960-4560 

東京都中央区日本橋本石町三丁目 3 番 10 号 

支店長 柳谷 光彦 03-5205-1990 03-5205-1994 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 借入れ OA 機器                     

3430 ｶﾝﾄｳﾌﾞﾝｶｻﾞｲｼﾝｺｳｶｲ 関東文化財振興会（株） 

茨城県筑西市布川 1012 番地 

代表取締役 宮田 和男 0296-28-7737 0299-56-6966 

 

委託 遺跡調査・整理・報告書作成等                       

3257 ｷｸﾁｷﾞｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)菊池技研コンサルタント 

岩手県大船渡市赤崎町字石橋前 6 番地 8 

代表取締役 菊池 透 0192-27-0835 0192-27-0836 

 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽ

ﾃﾑ 借入れ OA 機器                   

3120 ｷｸﾁｹﾝｾﾂ (株)菊地建設 

岩手県宮古市八木沢三丁目 11 番 5 号 

代表取締役 菊地 和弘 0193-63-3871 0193-64-0765 

 

車両 洗車機                       

売払い 金属くず、一般車両、特殊車両・建設機械                       

3347 ｷｸﾃｯｸ (株)キクテック 

愛知県名古屋市南区加福本通一丁目 26 番地 

代表取締役 新美 政衛 052-611-0680 052-613-3934 

岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-5-1 

所長 栗谷川 勝彦 019-652-6222 019-652-6228 

建築資材 道路資材、擬木 その他 案内板、看板、横

断幕                     

 

3136 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ (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 

代表取締役 白井 義美 0836-51-6191 0836-54-0001 

東京都中央区日本橋小舟町 9 番 3 号 日本橋相互ﾋﾞﾙ 505 号室 

取 締 役 兼 東 京 営 業 所 長  濱 野  尚 子  03-6264-8781 

03-6264-8782 

電気機器 放送設備、舞台音響設備、映像設備                       

委託 筆耕・翻訳、議会会議録作成、各種ﾃｰﾌﾟ反訳 委

託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、会議録検索ｼｽﾃﾑ、

議会映像配信ｼｽﾃﾑ運用、保守、ﾃﾞｰﾀ加工 借入れ 議

場音響録音機器、議会映像配信機器ﾘｰｽ                   

3013 ｷﾀｲﾜﾃﾘｮｳﾉｳ 北岩手菱農(株) 

岩手県盛岡市長田町 18 番 9 号 

代表取締役 小林 眞一郎 019-651-5753 019-623-4139 

岩手県盛岡市材木町 7 番 38 号 

支店長 外山 正志 019-624-4358 019-623-0871 

車両 トラクター 機械器具 農林業用機械 機械器

具 溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、

除雪機、ﾄﾞﾛｰﾝ 車両 ﾀｲﾔ類                 

 

3012 ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 北沢産業(株) 

東京都渋谷区東二丁目 23 番 10 号 

代表取締役 尾崎 光行 03-5485-5111 03-5485-5145 

岩手県盛岡市東山一丁目 19-22 

所長 豊岡 秀徳 019-625-0303 019-625-0304 

厨房機器 業務用厨房機器 厨房機器 食器、厨房用品 

家具 家具                   

 

3219 ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 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 

代表取締役 江畑 佳明 018-834-1811 018-834-1815 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 借入れ OA 機器                     

3411 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信(株) 

岩手県盛岡市本町通三丁目 20 番 6 号 

電気機器 放送設備、舞台照明設備、舞台音響設備、

蓄電池、映像設備 機械器具 無線機器、電話機器、
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代表取締役 瀬川 純 019-652-5000 019-652-3266 

 

障害者誘導機器 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ID ｶｰﾄﾞ                   

委託 放送機器、通信機器、舞台音響・照明・機構設

備、消防用設備、立体駐車場設備、電動ﾌｧｲﾙ、映像設

備 修繕 無線電話機器、測量・測定機器、電気機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器、音響機器 借入れ 複写機、通信機器、

駐車場管制ｼｽﾃﾑ                   

3459 ｷﾀﾆﾎﾝﾕｾﾂ 北日本油設(株) 

岩手県奥州市江刺玉里字玉崎 133 番地 2 

代表取締役 後藤 昭亀 0197-36-3378 0197-36-2336 

 

委託 飲料水貯水槽清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃、下水道管渠清

掃（清掃から収集・運搬まで）、側溝排水路清掃 修

繕 貯油槽設備修繕 委託 貯油槽点検 委託 産業廃

棄物（運送・運搬）                 

3031 ｷﾂﾞﾔﾎﾝﾃﾝ (株)木津屋本店 

岩手県盛岡市南大通二丁目 3 番 20 号 

代表取締役 池野 裕治 019-623-1251 019-622-0653 

 

事務用品 事務用紙類、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、紙類 事務用品 

文房具全般、図書用品、印章 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼ

ﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折機、裁断機、両替機、

ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機 家具 家具、展示ｹｰｽ・

ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅子、舞台用具 繊維・ｺﾞﾑ類 ｶｰﾃﾝ、

暗幕、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ類 医療用機器 自動体外式除

細動器 写真・光学機器 映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、望遠鏡

・双眼鏡、ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ関連機器 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭ

ｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 消

防・保安器材 非常食       

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器 修繕 事

務機器、ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、複写機、印刷機器 借入れ 複

写機、OA 機器                   

3492 ｷﾌﾞﾝｼｮｳﾃﾝ (有)木文商店 

岩手県岩手郡雫石町上町南 22 番地 

代表取締役 木村 文也 019-692-2010 019-692-2016 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・混合油、ｵｲﾙ 燃料

・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 Ａ重油、灯油 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、

防火衣、半てん、消防訓練服 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、

洗車機 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品 事務用品 事

務用紙類、ﾄｲﾚｯﾄﾊﾟｰﾊﾟｰ             

 

3284 ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ キャ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 

代表取締役社長 瀧口 登志夫 0287-26-6211 0287-26-6050 

岩手県盛岡市菜園一丁目 12 番 18 号 盛岡菜園ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 5F 

支店長 蜂屋 直樹 019-652-1351 019-623-7711 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器 車両 検診車                     

委託 医療用機器 修繕 医療用機器、特殊車両・建設

機械 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                   

3317 ｷｬﾝｻｰｽｷｬﾝ (株)キャンサースキャン 

東京都品川区西五反田二丁目 8 番 1 号 

代表取締役 福吉 潤 03-6420-3390 03-6420-3394 

 

委託 特定健診、がん検診受診率向上事業、ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ計

画策定等                       

3266 ｷｮｳｴｲｼﾞﾊﾝ (有)キョウエイ自販 

岩手県盛岡市青山四丁目 17 番 45 号 

代表取締役 阿部 太治 019-645-0438 019-645-0441 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、

その他 消防・保安器材 避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、

火災警報器、非常食、誘導灯、受信機用ﾊﾞｯﾃﾘｰ                     

委託 消防用設備 修繕 消防・保安器材                     

3125 ｷｮｳｴｲﾃｯｸｽ 協栄テックス(株) 

岩手県盛岡市中央通三丁目 3 番 1 号 

代表取締役社長 佐々木 良隆 019-652-1145 019-623-6189 

 

事務用品 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 日用雑貨 日用雑貨、清掃用

品、ﾏｯﾄ 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消火器、感

知器                   

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 常駐、駐車

場・駐輪場等整理（交通整理を含む）、受付・展示物

案内 委託 冷暖房機器、消防用設備、浄化槽 委託 

ねずみ・昆虫類防除、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、人材派遣、電話交換 

修繕 消防・保安器材、建築関係修繕               

3052 ｷﾞｮｳｾｲ (株)ぎょうせい 

東京都江東区新木場 1-18-11 

代表取締役社長 成吉 弘次 03-6892-6092 03-6892-6901 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ 教材教具 一般図書 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 調査・統
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宮城県仙台市青葉区錦町 1-6-31 

支社長 山田 真也 022-222-6552 022-217-2372 

計、印刷物の企画編集、映像・記録 借入れ OA 機器                   

3377 ｷｮｳｾｷｻﾝｷﾞｮｳ 協積産業(株) 

岩手県盛岡市月が丘三丁目 46 番 32 号 

代表取締役 長瀬 路貴 019-688-1306 019-688-1304 

 

建設資材 道路資材、ﾈｯﾄ・ﾌｪﾝｽ、凍結防止剤、擬木、

移動式足場、視線誘導標 その他 案内板、看板 建

設資材 物置 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ                 

委託 道路反射鏡・標識                       

3332 ｷｮｳﾄﾞｳｶﾝｻﾞｲ （株）協働管財 

東京都新宿区若葉一丁目 10 番 11 号 

代表取締役 塚本 吉朗 03-3353-1120 03-3353-1130 

 

委託 火葬残骨灰処理業務 委託 火葬業務運転管理                     

3451 ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 共立医科器械（株） 

岩手県盛岡市愛宕町 15 番 9 号 

代表取締役社長 小野寺 壽和 019-623-1205 019-653-5301 

 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器 医療用機器 

診療器具、診療材料・診療用品、介護用品 医療用機

器 医療用備品、車いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、

感染症対策用品、自動体外式除細動器 写真・光学機

器 顕微鏡 計測実験検査機器 はかり 薬品 医療用

薬品 薬品 検査試薬 計測実験検査機器 測定機器、

実験機器         

委託 医療用機器 修繕 測量・測定機器、医療用機器 

借入れ 医療機器                   

3390 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)協和コンサルタンツ 

東京都渋谷区笹塚一丁目 62 番 11 号 

代表取締役 山本 満 03-3376-1205 03-3376-1842 

岩手県盛岡市南仙北一丁目 20 番 14 号 

所長 御法川 崇 019-601-6720 019-601-6721 

委託 調査・統計 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業

務                     

3477 ｸﾏﾋﾗ (株)クマヒラ 

東京都中央区日本橋本町一丁目 10 番 3 号 

代表取締役 中山 英敏 03-3270-4381 03-3270-4340 

岩手県盛岡市南大通二丁目 5 番 15 号 

所長 飯野 修平 019-622-4175 019-651-6230 

電気機器 入退室管理機器、監視ｶﾒﾗ、鍵管理機 家具 

家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ                     

 

3041 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾊﾅｲｽﾞﾐ クリーンセンター花泉(有) 

岩手県一関市花泉町日形字日形山 2 番地 1 

代表取締役 佐藤 謙吾 0191-82-5393 0191-82-5391 

 

建設資材 流動化処理土                       

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、破砕可燃物、汚泥、

廃タイヤ、産業廃棄物（処理） 委託 下水道管渠清

掃（清掃から収集・運搬まで）、側溝排水路清掃、排

水詰まり清掃                     

3345 ｸﾞﾘｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ グリットグループホールディン

グス(株) 

東京都新宿区高田馬場三丁目 12 番 2 号 

代表取締役 山崎 秀人 03-5937-8466 03-6890-0029 

 

委託 催事企画運営、調査・統計、公告・宣伝、印刷

物の企画編集、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、映像・記録、

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・運用                       

3487 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｮｳｲｸｽｲｼﾝｷｺｳ （特非)グローバル教育推進機構 

大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目 2 番 15 号 星和 CITY 

B.L.D 御堂８階 

理事 中園 潔 06-6210-2258 06-6210-5572 

宮城県仙台市青葉区中央二丁目 2 番 10 号 仙都会館 5 階 

理事 中園 潔 022-208-9323 06-6210-5572 

委託 人材派遣                       

3113 ｸﾞﾛｰﾘｰ グローリー(株) 

兵庫県姫路市下手野一丁目 3 番 1 号 

代表取締役社長 尾上 広和 079-297-3131 079-294-6233 

岩手県盛岡市西仙北 1-16-20 

所長 堀木 信貴 019-656-5518 019-656-5587 

事務用品 両替機、貨幣計算機 電気機器 自動券売機 

機械器具 自動窓口受付ｼｽﾃﾑ その他 選挙用品                 

 

3008 ｹｱﾃｯｸ (株)ケア・テック 

岩手県盛岡市湯沢 16 地割 15 番地 8 

代表取締役 熊澤 良 019-638-2877 019-638-2878 

 

医療用機器 医療機器 医療機械 診療器具、診療材料

・診療用品、介護用品 医療機械 医療用備品、車い

す、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、自

動体外式除細動器 薬品 医療用薬品                 
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委託 医療用機器、介護機器 修繕 医療用機器・介護

機器 借入れ 病院用寝具・ｶｰﾃﾝ、医療機器                   

3081 ｹｲｶｸﾗﾎﾞ ケイカクラボ(株) 

岩手県盛岡市本宮七丁目 7 番 10 号 

代表取締役 村上 勝俊 019-618-7027 019-618-7027 

 

委託 調査・統計、計画策定                       

3469 ｹｰｼｰｴｽ (株)ケー・シー・エス 

東京都文京区小石川一丁目 1 番 17 号 

代表取締役 長瀬 雅美 03-6240-0581 03-6240-0591 

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 8-5 

所長 佐野 正 0192-22-7981 0192-22-7980 

委託 調査・統計 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                     

3294 ｺｲﾜｲﾉｳｻﾝ 小岩井農産(株) 

岩手県岩手郡雫石町丸谷地 36 番地 1 

代表取締役 鈴木 武義 019-692-4235 019-692-4237 

 

その他 針葉樹ﾁｯﾌﾟ                       

委託 公園・道路等清掃 委託 草刈・剪定 委託 産

業廃棄物（運送・運搬） 委託 人材派遣                 

3457 ｺｲﾜｲﾉｳﾎﾞｸ 小岩井農牧(株) 

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 

代表取締役 熊澤 道彦 03-3213-2871 03-3212-8985 

岩手県岩手郡雫石町丸谷地 36-1 

部長 足澤 匡 019-692-3148 019-692-3159 

その他 苗木・生花・種子等、鉢・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ等、ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹｯﾄ類 薬品 肥料 その他 樹名板 その他 巣箱                 

委託 草刈・剪定 委託 伐採業務 委託 樹勢診断等                   

3043 ｺｳﾄｳﾋﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ (株)江東微生物研究所 

東京都江戸川区西小岩五丁目 18 番 6 号 

代表取締役 小林 仁 03-3672-9171 03-3672-0785 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-2-17 

所長 駒田 歩 019-614-0127 019-614-0128 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、臨床検査、放

射能測定、検便検査                       

3472 ｺｳﾊﾝｼｬ (株)興版社 

岩手県盛岡市中野一丁目 4 番 14 号 

代表取締役社長 戸来 一裕 019-624-3456 019-625-3456 

 

印刷・製本 一般印刷 印刷・製本 DTP（少部数出

版）、ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、発送・梱包・ﾗﾍﾞﾙ貼                     

 

3179 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業(株) 

東京都千代田区六番町 2 番地 

代表取締役社長 土方 聡 03-3262-6221 03-3262-7020 

岩手県盛岡市長田町 6-7（クリエ 21） 

支店長 宇美 雅博 019-604-2500 019-653-7214 

印刷・製本 地図調製 印刷・製本 DTP（少部数出

版） その他 ｸﾞﾘｰﾝ電力証書 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭ

ｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 電力               

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 催事企画

運営、調査・統計、印刷物の企画編集、電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、

航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮 委託 大気検査・環境検査、放

射能測定 借入れ OA 機器、LED 照明他各種省ｴﾈ型

設備 委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ               

3370 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発(株) 

東京都世田谷区池尻二丁目 7 番 3 号 

代表取締役社長 羽田 寛 03-5481-3000 03-5481-3030 

 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ 事

務用品 文房具全般                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 借入れ OA 機器 

委託 OA 機器                   

3189 ｺﾞｺｳｼｮｳｼﾞ 互光商事(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 11 地割 501 番地 14 

代表取締役 玉川 康介 019-639-0505 019-639-0808 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 消防・保安

器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、消防訓練服、避難器具、

ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、非常食 繊維・ゴム類 

制服・制帽、作業服、防寒服 繊維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞ

ﾑ長靴、ｼｰﾄ、安全靴 機械器具 発電機 その他 徽章、

ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗 計測実験検査機器 測定機器 建設資

材 物置、簡易ﾄｲﾚ 医療用機器 自動体外式除細動器     

委託 消防用設備 修繕 消防・保安器材、測量・測定

機器、特殊車両・建設機械 売払い 特殊車両・建設

機械                   

3162 ｺｽﾓﾂｳｼﾝｼｽﾃﾑ (株)コスモ通信システム 

岩手県盛岡市天神町 13 番 29 号 

機械器具 無線機器、電話機器 電気機器 放送設備、

舞台音響設備、蓄電池、映像設備 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺ
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代表取締役 髙橋 秀治 019-652-2200 019-623-0100 

 

ﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務

用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折機、

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ                 

委託 放送機器、通信機器、舞台音響・照明・機構設

備 修繕 事務機器、時計・ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ、無線電話機器 

借入れ 通信機器賃貸借                   

3283 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ （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 

代表取締役 築山 邦弘 092-575-0651 092-572-4656 

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 15 番 8 号 

支店長 大崎 智 022-215-0064 022-267-0092 

委託 漏水調査                       

3134 ｺｾｷ コセキ(株) 

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 2 番 26 号 

代表取締役社長 小関 正剛 022-272-2211 022-272-2222 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3 丁目 4-14 

所長 中舘 秀憲 019-637-2921 019-637-2923 

事務用品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 計測

実験検査機器 ｽﾎﾟｰﾂ競技記録表示盤 計測実験検査

機器 定性免疫診断装置（ﾌｼﾞ・ｲﾑﾉ） 医療用機器 医

療機器、動物用医療機器 写真・光学機器 写真機類、

ﾌｨﾙﾑ類、映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、望遠鏡・双眼鏡 電気

機器 家庭用電気機器 電気機器 放送設備、舞台音響

設備、蓄電池 機械器具 ﾐｼﾝ、木工用機械、電動工具、

旋盤、発電機 薬品 医療用薬品       

委託 OA 機器、放送機器 委託 医療用機器                     

3431 ｺﾊﾞﾔｼｸﾘｴｲﾄ 小林クリエイト（株） 

愛知県刈谷市小垣江町北高根 115 番地 

代表取締役 小林 友也 0566-26-5310 0566-26-5308 

岩手県盛岡市中央通二丁目 2 番 5 号 

所長 松岡 俊幸 019-625-1331 019-625-1053 

印刷・製本 一般印刷、ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、ﾊﾝﾃﾞｨﾀ

ｰﾐﾅﾙ用紙 事務用品 事務用紙類、記録紙 機械器具 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄ

ﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 医療用機器 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ その他 その

他               

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ﾌﾟﾘﾝﾄ処理                       

3290 ｺﾏﾂｲﾜﾃ コマツ岩手（株） 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目 9 番 5 号 

代表取締役 金子 徹 019-638-1101 019-638-2489 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目 9 番 5 号 

支店長 藤田 義章 019-638-1100 019-638-6316 

機械器具 建設機械 機械器具 溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、充電

機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、除雪機 車両 除雪車、ｸﾞ

ﾚｰﾀﾞｰ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｵ

ｲﾙ 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、洗車機 機械器具 農林業

用機械 建設資材 物置、簡易ﾄｲﾚ           

修繕 農林業用機械、作業用機械、特殊車両・建設機

械 売払い 特殊車両・建設機械 借入れ 特殊車両

・建設機械                   

3479 ｺﾏﾂｼｹﾞﾙｲﾝｻﾂｼﾞｮ (有)小松茂印刷所 

岩手県盛岡市大沢川原二丁目 5 番 37 号 

代表取締役 小松 正直 019-623-6073 019-625-0559 

岩手県盛岡市大沢川原二丁目 5 番 37 号 

専務取締役 小松 剛 019-623-6073 019-625-0559 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、箔押し 印刷・製本 青焼・ｺﾋﾟｰ 印

刷・製本 製本 その他 横断幕                 

 

3440 ｺﾔﾀ （株）小彌太 

岩手県花巻市愛宕町 3 番 12 号 

代表取締役 小瀬川 弘樹 0198-22-3066 0198-24-6763 

 

その他 選挙用品、選挙用看板 その他 旗 その他 

横断幕、ｽｸﾘｰﾝ印刷（のぼり等） その他 染物 その

他 案内板、看板               

委託 選挙看板製作・設置                       

3346 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ (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 番 10 号 

代表取締役 藤澤 士朗 03-3802-6711 03-3802-6730 

宮城県仙台市青葉区一番町 2 丁目 4-1 

所長 千葉 記章 022-225-3871 022-225-3866 

委託 調査・統計、行政計画策定等 委託 ﾃﾞｰﾀ入力業

務、ﾃﾞｰﾀｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・集計加工等                     

3298 ｻｲﾈｯｸｽ (株)サイネックス 

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目 6 番 13 号 

代表取締役社長 村田 吉優 06-6766-3341 06-6766-3351 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷） 印刷・

製本 製本                     

委託 公告・宣伝、印刷物の企画編集、ふるさと納税

事務一括代行 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽによ

る行政情報発信のためのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ｱﾌﾟﾘの開発・作

成                     
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3478 ｻｶﾞﾜｷｭｳﾋﾞﾝ 佐川急便(株) 

京都府京都市南区上鳥羽角田町 68 番地 

代表取締役 荒木 秀夫 075-691-6500 075-382-3784 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 32-3 

支店長 岩崎 勇人 019-908-2220 019-908-2230 

委託 広報紙・文書集配、引越業、小荷物・貸切運送                       

3373 ｻｻｷｷｮｳｻﾞｲｼｬ (有)佐々木教材社 

岩手県盛岡市みたけ二丁目 23 番 12 号 

代表取締役 佐々木 義人 019-641-4111 019-641-5777 

 

教材教具 教材、遊具、絵画作品棚 教材教具 一般図

書、教科書・指導書、検査用紙、図書カード 教材教

具 楽器 家具 家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅

子、舞台用具 事務用品 文房具全般、図書用品、印

章 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、

紙折機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機 ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟ

ｰﾂ用品全般 医療用機器 診療器具、介護用品 医療

用機器 医療用備品、車いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備

品、感染症対策用品、自動体外式除細動器 厨房機器 

食器、厨房用品 計測実験検査機器 実験機器 計測

実験検査機器 はかり 

委託 学力・知能検査業務委託                       

3055 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ (株)佐々木電機本店 

岩手県盛岡市肴町 9 番 15 号 

代表取締役 佐々木 一 019-625-1551 019-625-1557 

 

機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ﾓｰﾀｰ 機械

器具 無線機器、電話機器、電話交換機 電気機器 放

送設備、舞台照明設備、舞台音響設備、空調設備、蓄

電池、映像設備                   

委託 放送機器、通信機器、体育施設、舞台音響・照

明・機構設備、消防用設備、下水処理施設、自家用電

気工作物、電気設備 修繕 無線電話機器、電気機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器、発電機器                     

3337 ｻｻｷﾎﾞﾃﾞｰ （有）佐々木ボデー 

岩手県盛岡市渋民字岩鼻 69 番地 24 

代表取締役 佐々木 清 019-683-1053 019-683-1079 

 

車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ

類、消防に関する器材                     

 

3067 ｻｻﾁｮｳｼｮｳﾃﾝ (株)佐々長商店 

岩手県盛岡市仙北一丁目 14 番 12 号 

代表取締役 佐々木 勝弥 019-636-0927 019-634-0247 

 

教材教具 教材、遊具、ワーク、テスト 事務用品 文

房具全般、図書用品、印章 事務用品 事務用紙類、

トイレットペーパー、袋類 家具 家具、展示ケース

・パネル、学校用机・椅子、舞台用具 事務用品 紙

折機、裁断機、レジスター、シュレッダー、丁合い機 

電気機器 家庭用電気機器 写真・光学機器 映写機

・プロジェクター、望遠鏡・双眼鏡、顕微鏡 電気機

器 放送設備、舞台照明設備、舞台音響設備、映像設

備 教材教具 一般図書、検査用紙、辞典 スポーツ

用品 スポーツ用品全般 医療用機器 診療器具、診療

材料・診療用品、介護用品 繊維・ゴム類 事務服、

制服・制帽、調理服、白衣 

 

3361 ｻﾄｳｹﾝｺｳ (有)佐藤建興 

岩手県岩手郡雫石町沼返 114 番地 1 

代表取締役 佐藤 幸夫 019-695-2021 019-695-2529 

 

委託 除雪・排雪                       

3096 ｻﾄｳｾﾞｲﾘｼﾎｳｼﾞﾝ 佐藤税理士法人 

岩手県盛岡市本宮二丁目 3 番 30 号 

代表社員 佐藤 誠司 019-635-3911 019-635-3545 

 

委託 公会計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務                       

3375 ｻﾄｳﾁｸﾛｺｳｷﾞｮｳ 佐藤築炉工業(株) 

岩手県花巻市上根子字米倉 100 番地 1 

代表取締役 大森 好二 0198-24-0561 0198-24-0562 

 

その他 焼却施設・火葬施設の機械器具、備品、消耗

品                       

委託 ごみ処理施設・火葬施設の清掃、点検、運営管

理業務                       
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3230 ｻﾜｻﾄｷｮｳｻﾞｲ (有)澤里教材 

岩手県久慈市中町二丁目 8 番地 

代表取締役 澤里 泰一 0194-52-2227 0194-52-2144 

岩手県盛岡市山岸 2-2-20 

取締役盛岡支店長 澤里 和人 019-658-8336 019-623-7501 

教材教具 教材、遊具、理科器具、学校備品 教材教

具 楽器 教材教具 一般図書、検査用紙、専門書 事

務用品 文房具全般、図書用品、再生トナー 事務用

品 事務用紙類 計測実験検査機器 測定機器、実験機

器、光学機器 計測実験検査機器 はかり、メーター

類 計測実験検査機器 検査機器、ドラフトチャンバ

ー等 電気機器 家庭用電気機器 電気機器 放送設

備、蓄電池、映像設備 写真・光学機器 映写機・プ

ロジェクター、望遠鏡・双眼鏡、顕微鏡、実物投影機 

スポーツ用品 スポーツ用品全般 

 

3405 ｻﾝｵｳ (株)三櫻 

岩手県盛岡市名須川町 24 番 1 号 

代表取締役社長 早川 政志 019-624-1488 019-654-3840 

 

医療用機器 医療機器 医療用機器 診療器具、診療材

料・診療用品、介護用品 医療用機器 医療用備品、

車いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、

自動体外式除細動器 薬品 医療用薬品 ｽﾎﾟｰﾂ用品 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ               

委託 医療用機器、運動機器                       

3280 ｻﾝｷ (株)三輝 

大阪府大阪市北区同心一丁目 10 番 12 号 

代表取締役 中道 高司 06-6881-3000 06-6881-3001 

 

委託 斎場残骨灰処理                       

3105 ｻﾝｷｼｮｳｼﾞ 三機商事(株) 

岩手県盛岡市本町通三丁目 19 番 6 号 

取締役社長 高原 三雄 019-624-3033 019-624-3032 

 

厨房機器 業務用厨房機器、ﾎﾞｲﾗｰ 厨房機器 食器、

厨房用品 電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備 機械

器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、洗浄機 薬品 工業用薬品、ﾌﾟｰ

ﾙ薬品               

委託 冷暖房機器、昇降機類、水道施設、厨房機器 修

繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、厨房機器                     

3381 ｻﾝｷｮｳｲｶｷｶｲ (株)三協医科器械 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目 7 番 7 号 

代表取締役社長 千葉 光春 019-637-0541 019-637-0536 

 

医療用機器 医療機器 医療用機器 診療器具、診療材

料・診療用品、介護用品 医療機器 医療用備品、車

いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、

自動体外式除細動器 計測実験検査機器 検査機器 

事務用品 事務用紙類、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、袋類 事務用品 

文房具全般 事務用品 裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 家具 家具         

 

3209 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ (株)三協技術 

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 8 番 14 号 

代表取締役 高橋 郁 022-224-5503 022-224-5526 

岩手県盛岡市菜園一丁目 3 番 6 号 

支店長 菊池 俊彦 019-681-7483 019-681-7484 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 調査・統

計、人材派遣、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、埋蔵文化財調

査、支柱等非破壊調査 委託 水文調査                   

3371 ｻﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ (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 

代表取締役 三浦 克之 0178-21-1100 0178-21-1250 

 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                       

3085 ｻﾝｼﾞｭｺｳ (株)サン寿広 

岩手県盛岡市南大通三丁目 9 番 35 号 

代表取締役社長 松浦 義秋 019-624-0022 019-625-8520 

 

日用雑貨 日用雑貨、清掃用品、その他                       

委託 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・

運搬）                       

3366 ｻﾝｽｲ (株)サンスイ 

東京都品川区小山台一丁目 17 番 15 号 

代表取締役 秋山 博和 03-5773-5425 03-5773-5426 

宮城県仙台市太白区東中田二丁目 17 番 18 号 

支店長 菊地 正行 022-306-2461  

委託 漏水調査                       

3128 ｻﾝﾃｯｸ (有)サンテック 

静岡県富士宮市大中里 1274 番地の 6 

委託 残骨灰処理業務                       
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取締役 佐野 宏二 0544-58-0606  

 

3144 ｻﾝﾌﾞﾘｯﾁﾄｳﾎｸ (有)サンブリッチ東北 

岩手県北上市藤沢 7 地割 195 番地 1 

代表取締役 菊池 二三 0197-68-3860 0197-68-3865 

 

教材教具 遊具 ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般                     

委託 遊具 修繕 遊具                     

3488 ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ (株)サンメディカル 

岩手県盛岡市肴町 2 番 31 号 

代表取締役 大村 喜代子 019-653-8133 019-653-8155 

 

事務用品 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、紙オムツ、おしりふき、尿と

りﾊﾟｯﾄﾞ 家具 家具 繊維・ｺﾞﾑ類 寝具、カーテン、

ブラインド 繊維・ゴム類 肌着、寝巻き 厨房機器 

家庭用厨房機器 厨房機器 食器、厨房用品 計測実

験検査機器 測量機器、測定機器 医療用機器 介護用

品 医療用機器 医療用備品．車いす、介護用備品、

リハビリ用備品、感染症対策用品、自動体外式除細動

器 電気機器 家庭用電気器 機械器具 ソフト そ

の他 食料品 

 

3138 ｻﾝﾖｰｹﾝｷｭｳｼｮ (有)サンヨー研究所 

岩手県宮古市佐原二丁目 1 番 8 号 

取締役 播摩 新 0193-63-0150 0193-63-0943 

 

委託 飲料水貯水槽清掃 委託 大気検査・環境検査、

水質検査 委託 ねずみ・昆虫等防除、文化財等ｶﾞｽ燻

蒸                   

3207 ｻﾝﾘｰｸ (株)サンリーク 

大阪府大阪市淀川区宮原一丁目 19 番 23 号 

代表取締役 小東 雅彦 06-6395-6801 06-6397-3821 

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-13-1-7F 

所長 谷 恒明 022-292-4571 022-292-4572 

委託 漏水調査                       

3254 ｻﾝﾘｸﾄﾞｹﾝ 三陸土建(株) 

岩手県盛岡市みたけ五丁目 15 番 12 号 

代表取締役社長 木下 伸一 019-646-5861 019-646-5862 

 

委託 下水道管渠清掃（清掃から収集・運搬まで）                       

3486 ｻﾝﾘｯｼﾞ (株)サンリッジ 

岩手県北上市藤沢 7 地割 196 番地 7 

代表取締役 菊池 幸子 0197-72-8975 0197-72-8976 

 

教材教具 遊具 ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般 その他 

看板                   

委託 遊具、ｽﾎﾟｰﾂ器具点検 修繕 遊具、ｽﾎﾟｰﾂ器具修

繕                     

3470 ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 三和シャッター工業(株) 

東京都板橋区新河岸二丁目 3 番 5 号 

代表取締役 髙山 盟司 03-5998-9111 03-5998-8174 

宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目 1 番 45 号 

東北企画課長 高橋 雄司 022-236-6113 222-238-3818 

委託 自動ﾄﾞｱ、ｼｬｯﾀｰ 修繕 自動ﾄﾞｱ、ｼｬｯﾀｰ                     

3025 ｻﾝﾜﾔｸﾋ 三和薬肥(株) 

岩手県花巻市下根子 431 番 6 

代表取締役 朝倉 哲哉 0198-24-7206 0198-24-7205 

 

委託 ねずみ・昆虫等防除 委託 飲料水貯水槽清掃 

委託 建築物空気環境測定                   

3032 ｼﾞｰｴﾑｲﾁﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ ジーエムいちはら工業(株) 

栃木県鹿沼市樅山町上原 267 番地 

代表取締役 光野 幸子 0289-64-1511 0289-64-1514 

宮城県仙台市青葉区中江一丁目 3 番 4 号 

所長 小峯 諭 022-261-2109 022-215-8609 

車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車                       

 

3161 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｷｶｸ (株)ジェイアール東日本企画 

東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5 番 5 号 

代表取締役社長 原口 宰 03-5447-7800 03-5447-7810 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 1 番 41 号 JR ビル 2F 

支店長 藤村 伸一 019-625-1700 019-654-4192 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷 印刷・製本 製本 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨ

ｰ・盾、旗 その他 案内板、看板、横断幕、懸垂幕                 

委託 催事企画運営、調査・統計、公告・宣伝、印刷

物の企画編集、映像・記録                       

3033 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ (株)ジェイエスキューブ 事務用品 紙折機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機、OCR
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東京都江東区東雲一丁目 7 番 12 号 

代表取締役社長 内田 聡 03-5859-0170 03-6219-1302 

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目 7 番 22 号 

部長 村上 文也 022-257-3770 022-792-2561 

・封入封緘機・圧着機他 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟ

ｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、

OCR 印字ﾘﾎﾞﾝ他 事務用品 文房具全般 委託 ｼｽﾃﾑ

・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼ

ｽﾃﾑ、取扱事務機器の保守 委託 人材派遣、受託業務             

 

3328 ｼﾞｪｲﾌｨﾙﾑ ジェイフィルム(株) 

東京都千代田区東神田二丁目 5 番 15 号 

代表取締役 五十君 猛 03-3862-9330 03-3862-1616 

宮城県宮城郡利府町しらかし台 6-7-3 

グループリーダー 大河原 達樹 022-356-5155 022-356-5811 

日用雑貨 日用雑貨、ゴミ袋の製造・販売                       

委託 ゴミ袋の配達・在庫確認                       

3262 ｼﾞｪｯｸ （株）ＪＥＣＣ 

東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号 

取締役社長 桑田 始 03-3216-3962 03-3216-3133 

東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号 

専務取締役 依田 茂 03-3216-3962 03-3216-3962 

借入れ 複写機、OA 機器、医療機器 売払い 電子計

算機類買受 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、情報処理系ｱｳﾄｿｰｼ

ﾝｸﾞ                   

3316 ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ (株)シグマソリューションズ 

秋田県卸町三丁目 4 番 1 号 

代表取締役 北畠 寿人 018-864-1561 018-823-2601 

岩手県盛岡市みたけ五丁目 7 番 46 号 

所長 三上 一騎 019-645-9710 019-645-9720 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼ

ﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 医療用機器 医療機器 医療用機器 車い

す、医療用備品 事務用品 事務用紙類                 

委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                     

3245 ｼｽﾃﾑﾍﾞｰｽ (株)システムベース 

岩手県北上市村崎野 19 地割 116 番地 4 

代表取締役社長 青柳 秀夫 0197-71-1111 0197-71-1212 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、USB ﾒﾓﾘ他 機

械器具 無線機器、電話機器 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、

電子黒板他 家具 学校用机・椅子、ﾛｯｶｰ他 電気機

器 放送設備、映像設備 写真・光学機器 映写機・ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾀｰ             

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成他 

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、放送機器、通信機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 人材派遣 修繕 複写機、写真・

光学機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 借入れ 複写機、OA 機器               

3070 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ シダックス大新東ヒューマン

サービス(株) 

東京都調布市調布ヶ丘三丁目 6 番地 3 

代表取締役 関口 昌太朗 03-6731-9111 03-6731-9119 

岩手県盛岡市大沢川原二丁目 5-33 

所長 八木橋 健安 019-622-2820 019-622-2801 

委託 調理業務 委託 学童保育業務                     

3263 ｼﾞﾑｷｼｮｳｼﾞ （株）事務機商事 

岩手県盛岡市紺屋町 4 番 30 号 

代表取締役 山﨑 清基 019-651-7000 019-651-7555 

 

事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折

機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用

品 事務用紙類                   

借入れ 複写機、OA 機器 委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA

機器 修繕 事務機器、複写機、印刷機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機

器                   

3314 ｼﾞｭｺｳ (株)寿広 

岩手県盛岡市南大通二丁目 8 番 1 号 

代表取締役 太野 真一 019-627-0335 019-624-0355 

 

事務用品 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、袋類 繊維・ｺﾞﾑ類 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、

ｶｰﾍﾟｯﾄ類 電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備、蓄電

池、映像設備 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消火器 

消防・保安器材 避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報

器 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品             

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、排水詰まり清掃 

委託 機械、巡回、常駐、駐車場・駐輪場等整理（交

通整理含む）、受付・展示物案内 委託 冷暖房機器、

消防用設備、浄化槽、厨房用自動殺菌装置保守 委託 
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ねずみ・昆虫等防除 修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、ｶｰﾃﾝ

・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、消防・保安器材、電気機器 借入れ 玄関

ﾏｯﾄ、ﾄｲﾚ用機器・ﾓｯﾌﾟ等             

3435 ｼﾞｭﾝﾌﾟｳｼﾞ 順風路（株） 

東京都豊島区東池袋五丁目 44 番 15 号 

代表取締役社長 吉富 広三 03-6271-6061 03-5953-9491 

 

機械器具 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通のための車載器の賃貸                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                       

3484 ｼﾞｮｲﾄｰｸ (株)ジョイトーク 

栃木県さくら市氏家 2371 番地 12 

代表取締役 土谷 尋人 028-682-0006 028-682-4257 

 

委託 人材派遣、外国語指導助手                       

3195 ｼｮｳｴｲｼｮｳｼﾞ 松栄商事(株) 

岩手県盛岡市天神町 13 番 27 号 

代表取締役 佐藤 匡 019-623-4364 019-624-4871 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、

ｵｲﾙ吸着材 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、

消防訓練服、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、

非常食、防毒ﾏｽｸ 繊維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞﾑ長靴、ｼｰﾄ、

安全靴、V ﾍﾞﾙﾄ 繊維・ゴム類 事務服、制服・制帽、

作業服、防寒服、救急服 その他 案内板、看板、横

断幕 建設資材 擬木、人孔口環及び蓋、落蓋式 U 字

側溝及び蓋、ﾋｭｰﾑ管 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車部品 そ

の他 旗 その他 ﾃﾝﾄ、119 番通報訓練一式 医療用

機器 感染症対策用品、自動体外式除細動器 機械器

具 発電機   

委託 消防用設備 委託 廃消火器 修繕 消防・保安

器材、特殊車両・建設機械                   

3452 ｼｮｳﾜﾄﾞﾎﾞｸｾｯｹｲ (株)昭和土木設計 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目 1 番 23 号 

代表取締役 村上 功 019-638-6834 019-638-6389 

 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                       

3339 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ ジョンソンコントロールズ（株） 

東京都渋谷区笹塚一丁目 50 番 1 号 笹塚ＮＡビル 

代表取締役社長 吉田 浩 03-5738-6100 03-5738-6298 

岩手県盛岡市中央通 2-2-5 L.Biz 盛岡 

所長 八島 尚貴 019-628-3721 019-6258-3722 

電気機器 自動制御機器                       

委託 空調用自動制御設備保守 修繕 空調用自動制

御設備修繕                     

3286 ｼﾗﾕﾘ (株)白ゆり 

岩手県盛岡市みたけ六丁目 1 番 50 号 

代表取締役 津田 徳武 019-643-6060 019-643-6065 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作                       

 

3244 ｼﾝｴｲｼｽﾃﾑ (株)シンエイシステム 

岩手県盛岡市南大通一丁目 12 番 32 号 

代表取締役 中島 浩章 019-651-2815 019-654-8567 

 

事務用品 事務用紙類 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷

機、電子複写機 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機

器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                     

3119 ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ (株)シン技術コンサル 

北海道札幌市白石区栄通二丁目 8 番 30 号 

代表取締役 志村 一夫 011-859-2600 011-859-2613 

宮城県仙台市太白区中田五丁目 3 番 21 号 南仙台広瀬ﾋﾞﾙ 3 階 

支店長 小山内 良一 022-741-2850 022-741-2853 

委託 調査・統計                       

3281 ｼﾝｺｳﾌﾟﾛﾃｯｸ 信幸プロテック(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 8 地割 5 番地 1 

代表取締役 村松 守 019-697-7200 019-697-7209 

 

暖房機器 ストーブ・ファンヒーター 電気機器 舞

台音響設備、空調設備、冷凍冷蔵設備 電気機器 照

明（改修・交換含む）                   

委託 冷暖房機器 修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ                     

3276 ｼﾝﾆｯﾄｳｺｳｶﾝ 新日東鋼管(株) 

岩手県盛岡市月が丘一丁目 30 番 51 号 

代表取締役社長 藤村 誠 019-645-4141 019-645-4159 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備 厨房機器 業務用

厨房機器、ﾎﾞｲﾗｰ 機械器具 電動工具、ﾎﾟﾝﾌﾟ 厨房

機器 家庭用厨房機器 電気機器 家庭用電気機器               
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3354 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 新日本法規出版(株) 

愛知県名古屋市中区栄一丁目 23 番 20 号 

代表取締役 服部 昭三 052-211-5788 052-211-5796 

宮城県仙台市泉区加茂 1-48-2 

支社長 大矢 隆 022-377-1711 022-377-9075 

印刷・製本 一般印刷、DTP(少部数出版)、ｼｰﾙ･ｽﾃｯｶｰ、

ｼﾙｸ印刷 教材教具 一般図書 事務用品 文房具全般                   

委託 筆耕・翻訳                       

3078 ｽｲｷｼｮｳｼﾞ (株)水機商事 

宮城県塩竃市長沢町 6 番 13 号 

代表取締役 村上 一德 022-364-8667 022-364-8667 

岩手県盛岡市津志田中央一丁目 10 番 12 号 

所長 谷地 健男 019-639-0107 019-639-0109 

計測実験検査機器 測定機器 機械器具 水道用機器、

資材 薬品 検査試薬                   

委託 水道施設 修繕 減圧弁修繕                     

3275 ｽｲｷﾃｸﾉｽ (株)水機テクノス 

東京都世田谷区桜丘五丁目 48 番 16 号 

代表取締役 武藏 昌弘 03-3426-2600 03-3426-2619 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 3-53 

所長 大場 隆寛 019-623-2205 019-653-8946 

機械器具 水処理機械器具類（膜ﾓｼﾞｭｰﾙ等） 計測実

験検査機器 残塩ﾁｪｯｶｰ、比色検定器等 薬品 工業用

薬品、ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ他                   

委託 上下水道施設運転管理 委託 水処理機器保守

点検                     

3084 ｽｲｹﾝｼｬ (株)水研舎 

岩手県盛岡市前九年二丁目 6 番 10 号 

代表取締役 佐々木 紀臣 019-645-7650 019-645-7652 

 

委託 浄化槽                       

3123 ｽｲｼﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)水質研究所 

岩手県北上市幸町 2 番 5 号 

代表取締役 鈴木 俊彦 0197-63-6170 0197-72-5283 

 

委託 下水処理施設、浄化槽、水道施設                       

3173 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工(株) 

東京都世田谷区桜丘五丁目 48 番 16 号 

代表取締役 角川 政信 03-3426-2131 03-3427-3388 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15-20 

所長 菊池 英信 019-652-6101 019-652-6104 

計測実験検査機器 水質測定計器 機械器具 水処理

機器 薬品 工業用薬品、ﾎﾟﾘｼﾘｶ鉄凝集剤 薬品 検査

試薬                 

委託 下水処理施設、水道施設、汚水処理施設                       

3200 ｽｽﾞｷﾉｳｷ 鈴木農機(株) 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目 10 番 18 号 

代表取締役社長 鈴木 満 019-637-2476 019-638-2544 

岩手県岩手郡雫石町黒沢川 22 番地 3 号 

所長 下田 正一 019-692-2440 019-692-1231 

車両 ﾄﾗｸﾀｰ、除雪車 機械器具 農林業用機械 機械

器具 除雪機、洗浄機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、発電機、

溶接機、電動工具 建設資材 物置                 

修繕 農林業用機械、作業用機械 売払い 特殊車両・

建設機械                     

3140 ｽｽﾞｹﾝｲﾜﾃ (株)スズケン岩手 

岩手県盛岡市上堂四丁目 5 番 1 号 

代表取締役 田村 昇 019-641-3311 019-641-1230 

岩手県盛岡市上堂四丁目 5 番 1 号 

支店長 竹花 秋人 019-641-3311 019-641-1230 

薬品 医療用薬品、ワクチン、再生医療医薬品 医療

用機器 医療機器 医療用機器 診療器具、診療材料・

診療用品 医療用機器 医療用備品、感染症対策用品                 

 

3473 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾞﾚｲﾝ （株）スポーツブレイン 

岩手県盛岡市山王町 10-16 

代表取締役 藤川 雄一郎 019-681-0067 019-652-0404 

 

ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾、

旗                     

 

3089 ｽﾘｰｴｽ (株)スリーエス 

兵庫県西宮市松原町 5 番 23 号 

代表取締役 天野 健二 0798-33-4500 0798-33-4560 

 

委託 常駐、駐車場・駐輪場等整理(交通整理含む)                       

3464 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ (株)清掃センター 

青森県八戸市城下四丁目 12 番 5 号 

代表取締役 笹垣 陽子 0178-43-1829 0178-45-5902 

 

機械器具 電動工具、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ﾌﾞﾛﾜ                       

委託 下水処理施設、粗大ごみ処理施設、浄化槽、自

家用電気工作物、遊具、ごみ焼却施設、し尿処理施設 

委託 漏水調査、下水道管 TV 調査 修繕 作業用機械、

遊具、ﾌﾞﾛﾜ、ﾎﾟﾝﾌﾟ等 委託 建物清掃、飲料水貯水槽

清掃、公園・道路等清掃                 
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3461 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ (株)清掃テクノサービス 

青森県八戸市城下四丁目 12 番 5 号 

代表取締役 中嶋 満 0178-43-1578 0178-72-1409 

 

委託 粗大ごみ処理施設、浄化槽、自家用電気工作物、

ごみ焼却施設、し尿処理施設 委託 産業廃棄物（運

送・運搬）、破砕可燃物、汚泥、産業廃棄物（処理） 

委託 漏水調査、下水道管 TV 調査 委託 建物清掃、

飲料水貯水槽清掃、下水道管渠清掃（清掃から収集・

運搬まで）、側溝排水路清掃、公園・道路等清掃、排

水詰まり清掃                 

3242 ｾｲﾅﾝｼｮｳｼﾞ (株)青南商事 

青森県弘前市大字神田五丁目 4 番地 5 

代表取締役 安東 元吉 0172-35-1413 0172-35-1415 

岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第 8 地割 11 番地 1 

業務統括部長 安東 元吉 019-697-3177 019-697-3179 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（処理） 

売払い 金属くず、一般車両、特殊車両・建設機械、

ﾍﾟｯﾄﾎﾟﾄﾙ                     

3006 ｾｰｺｰｲﾝｻﾂ (有)セーコー印刷 

岩手県盛岡市下ノ橋町 2 番 23 号 

代表取締役 瀬川 満 019-651-3606 019-651-3629 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP、ｼｰﾙ･ｽﾃｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、

伝票・うちわ・ｼｰﾙ 印刷・製本 青焼・ｺﾋﾟｰ 印刷

・製本 製本                   

委託 公告・宣伝、印刷物の企画編集、筆耕、翻訳                       

3274 ｾｺﾑ セコム(株) 

東京都渋谷区神宮前一丁目 5 番 1 号 

代表取締役社長 中山 泰男 03-5775-8475 03-5775-8921 

 

医療用機器 自動体外式除細動器、AED 電気機器 監

視ｶﾒﾗ 消防・保安器材 消火器 消防・保安器材 火

災警報器、非常食                 

委託 機械警備                       

3037 ｾﾃｨﾅ (株)セディナ 

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号 

代表取締役 中西 智 052-310-1501 052-310-2012 

 

委託 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ収納代行業務                       

3112 ｾﾞﾝﾘﾝ (株)ゼンリン 

福岡県北九州市小倉北区室町一丁目 1 番 1 号 

代表取締役 髙山 善司 093-882-9050 093-882-9100 

岩手県盛岡市中央通 2-1-21 

所長 平野 誠治 019-622-7230 019-622-2115 

事務用品 ｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成 教材教具 住宅地図、地価図、

業務用地図 機械器具 電子出版物 印刷・製本 ｵﾝﾃ

ﾞﾏﾝﾄﾞ印刷、名刺・はがき印刷 印刷・製本 地図調製 

印刷・製本 製本             

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、保守、教育、配

信 委託 広告・宣伝、印刷物の企画編集、受託調査、

戸別調査                     

3238 ｿｳｺﾞｳｲﾘｮｳﾎｿｶﾜ 総合衣料ほそかわ 

岩手県岩手郡雫石町西安庭第 40 地割 76 番地 5 

店主 細川 正四郎 019-692-2330 019-692-3067 

 

繊維・ｺﾞﾑ類 事務服、制服・制帽、作業服、防寒服、

T ｼｬﾂ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｶｯﾎﾟｰ、肌着、ﾈﾏｷ、ﾊﾟｼﾞｬﾏ 繊維・ｺﾞ

ﾑ類 寝具、ｶﾊﾞｰ、布団、晒、生地、ﾀｵﾙ、手拭、ﾀｵﾙｹｯ

ﾄ                     

 

3261 ｿｳｺﾞｳｷｶｸｼﾝﾜ （株）総合企画新和 

岩手県盛岡市志家町 5 番 33 号 

代表取締役 谷藤 和弘 019-624-1549 019-624-1533 

 

電気機器 放送設備、舞台照明設備、舞台音響設備、

映像設備 その他 看板                     

委託 舞台音響・照明・機構設備 委託 催事企画運

営、人材派遣、映像・記録                     

3082 ｿｳﾜ (株)創和 

東京都江戸川区篠崎町三丁目 33 番 8 号 

代表取締役 石住 義光 03-5637-8888 03-5637-8889 

 

その他 火葬炉台車保護材・火葬炉用品販売                       

委託 火葬場火葬炉残骨灰処理業務                       

3205 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ソフトバンク・テクノロジー(株) 

東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 

代表取締役 阿多 親市 03-6892-3050 03-6892-3913 

 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

通信機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 調査・統計 借入れ 

OA 機器                 

3475 ﾀﾞｲｲﾁｶｲﾒｲ 第一開明（株） 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 10 番 5 号 

代表取締役社長 柿崎 卓也 019-638-2121 019-637-2027 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 10 番 5 号 

所長 杉浦 司 019-638-2125 019-637-1877 

薬品 医療用薬品 薬品 工業用薬品 機械器具 電動

工具、溶接機、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 消防・保安器

材 消火器                 
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3391 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境(株) 

東京都港区赤坂二丁目 2 番 12 号 

代表取締役社長 亀井 聡 03-6277-7920 03-6277-7924 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目 6 番 1 号 

支店長 千葉 克行 022-217-6501 022-217-6502 

機械器具 ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ検針ｼｽﾃﾑ、無線検針ｼｽﾃﾑ                       

委託 ｼｽﾃﾑ開発 委託 上下水道施設運転・維持管理

業務 委託 上下水道料金収納及び検針業務                   

3306 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ （株）第一環境保全 

岩手県盛岡市手代森 19 地割 19 番地 

代表取締役 石川 睜子 019-696-4500 019-696-4501 

 

委託 浄化槽 委託 飲料水貯水槽清掃、排水詰まり清

掃                     

3154 ﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｼﾞ 第一商事(株) 

岩手県盛岡市上ノ橋町 8 番 8 号 

代表取締役 柴田 義春 019-651-3241 019-651-3245 

 

家具 家具、畳 医療用機器 医療用備品、車いす、介

護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、自動体外

式除細動器 その他 食料品                   

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、公園・道路等清

掃、排水詰まり清掃、排水漕清掃 委託 巡回、常駐、

駐車場・駐輪場等整理（交通整理含む）、受付・展示

物案内 委託 冷暖房機器 委託 一般廃棄物（運送・

運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）、破砕可燃物 委託 

ねずみ・昆虫等防除、人材派遣 修繕 冷暖房機器 

借入れ OA 機器、AED           

3249 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾑ 第一ビジネスフォーム(株) 

埼玉県戸田市早瀬二丁目 25 番 6 号 

代表取締役 西澤 茂 048-421-6521 048-449-1070 

岩手県滝沢市湯舟沢 522 番地 3 

盛岡支店長 伊藤 弘 019-688-5131 019-694-1001 

印刷・製本 一般印刷                       

 

3222 ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 第一物産(株) 

山形県酒田市卸町 1 番地の 12 

代表取締役 富樫 藤和 0234-23-1155 0234-24-8724 

岩手県盛岡市材木町 6-14 

所長 千島 文明 019-653-6544 019-654-2331 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 A 重油 計測実験検査機器 測定

機器、実験機器、顕微鏡 薬品 医療用薬品、検査試

薬、ﾌﾟｰﾙ用薬品 建設資材 凍結防止剤                 

 

3327 ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 第一法規(株) 

東京都港区南青山二丁目 11 番 17 号 

代表取締役社長 田中 英弥 03-3404-2251 03-3404-2269 

 

教材教具 一般図書、電子出版物 印刷・製本 一般印

刷 印刷・製本 製本                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 地方公共団体の地域政策

に関する業務                     

3360 ﾀﾞｲｴｲ (株)大永 

岩手県滝沢市大崎 94 番地 97 

代表取締役 上林 健司 019-656-0531 019-656-0532 

 

教材教具 遊具                       

委託 遊具 修繕 遊具                     

3071 ﾀﾞｲｼﾝﾄｳ 大新東(株) 

東京都調布市調布ヶ丘三丁目 6 番地 3 

代表取締役 森下 哲好 03-6731-9110 03-6731-9118 

岩手県盛岡市大沢川原二丁目 5-33 

所長 熊谷 正行 019-622-2802 019-622-2801 

委託 自家用自動車運行管理                       

3259 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工(株) 

大阪府大阪市北区梅田一丁目 1 番 3-2700 号 

代表取締役社長 鈴木 仁 06-6344-7771 03-6344-7941 

宮城県仙台市青葉区花京院 2-1-65 

常 務 執 行 役 員 支 店 長  木 村  光 男  022-263-4041 

022-225-0829 

建設資材 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ用特殊継手                       

 

3090 ﾀｲｾｲｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ (株)大盛警備保障 

岩手県盛岡市月が丘三丁目 50 番 1 号 

代表取締役 田口 博行 019-643-6776 019-643-2886 

 

医療用機器 自動体外式除細動器                       

委託 巡回、常駐、駐車場・駐輪場等整理(交通整理含

む)                       

3352 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ (株)大東環境科学 

岩手県盛岡市津志田西一丁目 2 番 23 号 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、放射能測定、

土壌汚染                       
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代表取締役 小山 克也 019-698-2671 019-697-1660 

 

3292 ﾀﾞｲﾄｸ （株）ダイトク 

岩手県盛岡市上堂三丁目 6 番 33 号 

代表取締役社長 竹下 博 019-646-5454 019-641-2722 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、

防犯用資機材 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、、半

てん、消防訓練服、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災

警報器、非常食、非常持出袋 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、

小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ 繊維・ゴム類 雨衣、ｺﾞﾑ長靴、消防

用編上靴 建設資材 物置、簡易ﾄｲﾚ、防災備蓄倉庫 

繊維・ｺﾞﾑ類 制服・制帽、作業服、防寒服、T ｼｬﾂ、

耐寒服 機械器具 発電機、投光器 繊維・ｺﾞﾑ類 避

難用ﾏｯﾄ、防災備蓄毛布 その他 旗、消防まとい       

委託 消防用設備、防火対象物点検 修繕 消防・保安

器材、消防設備修繕関連                     

3333 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント（株） 

東京都豊島区駒込三丁目 23 番 1 号 

代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員  新 井  伸 博  03-5394-7611 

03-5394-7625 

岩手県盛岡市大通一丁目 11 番 13 号 

所長 永山 芳伸 019-624-0403 019-624-4430 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 調査・統

計                     

3322 ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (株)太平エンジニアリング 

東京都文京区本郷一丁目 19 番 6 号 

代表取締役社長 後藤 悟志 03-3817-5511 03-3817-5513 

岩手県盛岡市仙北二丁目 9 番 4 号 

所長 小野寺 弘 019-635-6001 019-635-6079 

暖房器具 ストーブ・ファンヒーター 電気機器 空

調設備                     

委託 冷暖房機器                       

3114 ﾀｲﾍｲｺｳｷﾞｮｳ 太平工業(株) 

岩手県盛岡市北天昌寺町 8 番 14 号 

代表取締役社長 山下 雄二 019-647-2271 019-647-2272 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 機械器具 無線機

器、電話機器、保安器 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、電子複写

機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 写真・光学機器 映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

電気機器 放送設備 機械器具 ﾄﾞﾛｰﾝ 家具 学校用

机・椅子           

借入れ 複写機、OA 機器 修繕 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 委託 

複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 ｼｽﾃﾑ

・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                 

3335 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス（株） 

東京都新宿区西新宿六丁目 22 番 1 号 

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  狩 野  伸 彌  03-5323-4111 

03-5323-4156 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 16 番 21 号 

支店長 飯田 誠 019-652-2844 019-651-3463 

消防・保安器材 消火器 事務用品 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ                     

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 常駐、受付

・展示物案内 委託 冷暖房機器、消防用設備、自家

用電気工作物                   

3392 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース(株) 

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目 1 番 36 号 

代表取締役 森田 俊作 06-6942-8011 06-6942-8051 

岩手県盛岡市西仙北 1-16-10 

支店長 池田 康二 019-631-1520 019-635-8550 

借入れ 特殊車両・建設機械、家具、暖房用器具、自

動車・バス、観葉植物、仮設建築物、緑化商品                       

3142 ﾀｶｵ タカオ(株) 

広島県福山市御幸町中津原 1787 番地の 1 

代表取締役 髙尾 典秀 084-955-1275 084-955-2481 

宮城県仙台市青葉区二日町 16 番 1 号 二日町東急ﾋﾞﾙ 

所長 唐川 一秀 022-722-0216 022-722-0217 

教材教具 遊具等 その他 看板、案内標識                     

修繕 遊具点検・修理                       

3139 ﾀｶﾊｼｺｳﾑﾃﾝ (株)髙橋工務店 

山形県西置賜郡飯豊町大字高峰 3255 番地 

代表取締役 髙橋 眞 0238-75-2086 0238-75-2088 

 

委託 配水池ﾛﾎﾞｯﾄ清掃                       

3221 ﾀｶﾊｼｺｳﾑﾃﾝ (有)高橋工務店 委託 除雪 委託 選挙看板製作・設置                     
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岩手県岩手郡雫石町南畑第 7 地割 55 番地 

代表取締役 高橋 憲功 019-695-2021 019-695-2529 

 

3234 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (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 

代表取締役 安野 雅満 019-638-2001 019-638-2003 

 

印刷・製本 地図調製 印刷・製本 青焼・ｺﾋﾟｰ 印

刷・製本 製本                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽ

ﾃﾑ 委託 電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮 委託 

ﾄﾞﾛｰﾝ講習会講師、GIS 講習会講師                 

3155 ﾀﾆｺｰ タニコー(株) 

東京都品川区戸越一丁目 7 番 20 号 

代表取締役 谷口 秀一 03-5498-7111 03-5498-7927 

岩手県盛岡市本宮 4-22-6 

所長 三上 貴広 019-636-2951 019-636-2954 

厨房機器 業務用厨房機器 厨房機器 食器、厨房用品                     

 

3115 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント(株) 

愛知県名古屋市東区東桜二丁目 17 番 14 号 

代表取締役社長 西村 正直 052-979-9222 052-979-9223 

岩手県盛岡市本宮四丁目 1 番 6 号 

所長 野田 浩之 019-636-3621 019-636-2770 

印刷・製本 地図調製                       

委託 調査・統計、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、計画作成・

策定、不動産鑑定等 委託 大気検査・環境検査 委

託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                   

3201 ﾀﾑﾗ (株)タムラ 

東京都江戸川区西一之江四丁目 9 番 28 号 

代表取締役 田村 浩章 03-3652-4000 03-3652-4065 

 

委託 斎場の残骨灰処理                       

3122 ﾁﾁｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地中エンジニアリング(株) 

埼玉県さいたま市桜区田島五丁目 19 番 8 号 

代表取締役 石川 鉚輔 048-844-1031 048-844-1033 

宮城県仙台市青葉区国見 6-23-23-101 

所長 内海 誠一郎 022-725-6256 022-725-6257 

委託 漏水調査                       

3458 ﾁﾈﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地熱エンジニアリング(株) 

岩手県滝沢市大釜大清水 356 番地 6 

代表取締役社長 柳谷 茂夫 019-691-9300 019-691-9301 

岩手県滝沢市大釜大清水 356-6 

営業所長 小松 亮 019-691-9305 019-691-9301 

その他 温泉用ｽｹｰﾙ抑制剤                       

委託 地熱開発に関する調査・研究の役務提供                       

3057 ﾁｭｳｶﾞｲｷｺｳ 中外機工(株) 

宮城県仙台市若林区卸町三丁目 1 番 23 号 

代表取締役 大槻 憲二 022-353-7435 022-353-7436 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目 9-17 

支店長 谷藤 秀樹 019-637-2665 019-637-2668 

機械器具 建設機械 車両 除雪車、ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰ

ﾀﾞｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 建設資材 道路資材、移動式足場、

人孔口環及び蓋、落蓋式Ｕ字側溝及び蓋、ﾋｭｰﾑ管、ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ 2 次製品 機械器具 木工用機械、電動工具、旋

盤、溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機 建

設資材 物置、簡易ﾄｲﾚ その他 案内板、横断幕             

修繕 特殊車両・建設機械                       

3396 ﾂｳｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 通研電気工業(株) 

宮城県仙台市泉区明通三丁目 9 番 

取締役社長 佐久間 直勝 022-377-2800 022-377-9217 

岩手県盛岡市北飯岡二丁目 14 番 2 号 

支社長 伊藤 淳 019-639-7231 019-639-7234 

機械器具 無線機器、電話機器、その他電子応用機器                       

 

3449 ﾂｶｻｼｮｳｼﾞ 司商事（株） 

岩手県盛岡市羽場 10 地割 1 番地 9 

代表取締役社長 清水 和司 019-639-0000 019-639-0002 

 

建設資材 道路資材、凍結防止剤、擬木、人孔口環及

び蓋、落蓋式Ｕ字側溝及び蓋、ﾋｭｰﾑ管                       

 

3438 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ （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 

代表取締役 大森 康弘 011-726-7661 011-726-7565 

岩手県盛岡市下ノ橋町 5-18 

営業所長 清重 正樹 019-652-2777 019-652-2777 

薬品 工業用薬品                       

委託 下水処理施設、自家用電気工作物、水道施設                       
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3109 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ (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 

代表取締役 内海 良夫 082-279-5550 082-501-2276 

 

印刷・製本 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品通知書作成                       

委託 調査・統計、糖尿病等重症化予防ｻｰﾋﾞｽ 委託 ﾃ

ﾞｰﾀ入力作業、ﾚｾﾌﾟﾄ点検保健事業支援ﾂｰﾙ                     

3326 ﾃｸﾉ テクノ(株) 

岩手県盛岡市厨川三丁目 10 番 1 号 

代表取締役 長谷川 修 019-641-1941 019-641-1219 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折機、裁断機、両替機、

ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機、券売機 写真・光学機

器 写真機類、映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 電気機器 家庭用

電気機器 家具 家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅

子、舞台用具 繊維・ｺﾞﾑ類 ｶｰﾃﾝ、暗幕、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、

ｶｰﾍﾟｯﾄ類 事務用品 事務用紙類           

借入れ 複写機、OA 機器、家具、券売機 委託 複写

機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ、券売

機 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 修繕 複写

機、印刷機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器、券売機                 

3271 ﾃｸﾉﾏｲﾝﾄﾞ テクノ・マインド(株) 

宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目 6 番 11 号 

代表取締役社長 小原 正孝 022-742-3331 022-742-3372 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 

修繕 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 借入れ OA 機器                 

3046 ﾃｸﾉﾙ (株)テクノル 

青森県八戸市大字廿三日町 2 番地 

代表取締役 千葉 哲也 0178-47-8311 0178-47-8421 

 

その他 選挙用看板 その他 看板                     

委託 選挙看板製作・設置                       

3386 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ (株)デジタルソリューションズ 

岩手県奥州市水沢宮下町 97 番地 1 

代表取締役 髙橋 謙 0197-47-3915 0197-47-3916 

岩手県盛岡市月が丘 2 丁目 16-28 

所長代理 高橋 克典 019-681-1921 019-681-1763 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

印刷機、電子複写機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器                     

3318 ﾃｽｺ テスコ(株) 

東京都千代田区西神田一丁目 4 番 5 号 

代表取締役 小林 千尋 03-5244-5311 03-5244-5661 

 

薬品 工業用薬品 機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ                     

委託 下水処理施設、水道施設、ごみ焼却施設 委託 

建物清掃、飲料水貯水槽清掃                     

3107 ﾃﾞｭﾌﾟﾛ デュプロ(株) 

東京都千代田区神田紺屋町 7 番地 

代表取締役社長 塚崎 昌則 03-5297-2571 03-5297-2572 

岩手県盛岡市本宮一丁目 8-24 

所長 笹森 久詩 019-656-9966 019-656-9977 

事務用品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、丁合い機、電子複写機、ﾌｧｸ

ｼﾐﾘ、裁断機、ﾒｰﾙｼｰﾗｰ 機械器具 周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾒｰﾙｼｰﾗｰ、ﾊﾞｰｽﾀｰ                     

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器 借入れ 複

写機、OA 機器                     

3264 ﾃﾗ （株）テラ 

岩手県遠野市青笹町中沢 2 地割 52 番地 

代表取締役 三浦 貞一 0198-62-3053 0198-62-3087 

 

委託 下水道管渠清掃（清掃から収集・運搬まで）                       

3380 ﾄｳｴｲｶｶﾞｸｻﾝｷﾞｮｳ (株)東栄科学産業 

宮城県仙台市太白区富沢四丁目 8 番 29 号 

代表取締役 山城 智万 022-743-3221 022-743-3235 

岩手県盛岡市門 1-4-32 

所長 多田 和正 019-622-0365 019-622-3080 

計測実験検査機器 測量機器、測定機器、実験機器 計

測実験検査機器 はかり、ﾒｰﾀｰ類 計測実験検査機器 

検査機器 医療用機器 医療機器                 

委託 放射能測定器点検・校正                       

3215 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)東光コンサルタンツ 

東京都豊島区東池袋四丁目 41 番 24 号 

代表取締役 堀 尚義 03-5956-5506 03-5956-5513 

岩手県盛岡市上田 3-14-26 

所長 長沼 清博 019-653-1005 019-621-8152 

委託 計画策定業務・交通量調査等                       

3338 ﾄｳｺｳｼｬ （株）東広社 その他 案内板、看板、横断幕                       
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岩手県盛岡市肴町 4 番 20 号 永卯ﾋﾞﾙ 

代表取締役社長 藤原 博 019-623-5411 019-653-6707 

 

委託 催事企画運営、公告・宣伝、印刷物の企画編集、

映像・記録                       

3456 ﾄｳｻﾝﾄﾞｳ (株)東山堂 

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目 5 番 23 号 

代表取締役 玉山 哲 019-623-7121 019-654-1614 

 

教材教具 教材、遊具 教材教具 楽器、譜面台 教材

教具 一般図書                   

委託 楽器調律                       

3050 ﾄｳｼﾊﾞﾂｳｼﾝｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝通信インフラシステムズ(株) 

東京都府中市東芝町 1 番地 

代表取締役社長 棟方 公輝 042-340-6901 042-340-8120 

宮城県仙台市青葉区本町 2-1-29 

所長 牧田 元孝 022-217-3750 022-217-3755 

機械器具 無線機器 電気機器 映像設備                     

 

3151 ﾄｳｼﾊﾞﾗｲﾃｯｸ 東芝ライテック(株) 

神奈川県横須賀市船越町一丁目 201 番 1 

代表取締役 平岡 敏行 046-862-2000 046-860-1200 

宮城県仙台市青葉区国分町二丁目 2 番 2 号 

営業部長 五十嵐 敦 022-264-7281 022-264-7297 

電気機器 舞台照明設備                       

委託 舞台音響・照明・機構設備                       

3474 ﾄｳｽｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ （有）東水エンジニアリング 

岩手県盛岡市乙部 14 地割 75 番地 1 

代表取締役 阿久津 文夫 019-675-1171 019-675-1177 

 

機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾞﾛﾜ、送風機、除塵機等                       

修繕 作業用機械、ﾌﾞﾛﾜ、送風機、除塵機等及び付随

部品                       

3004 ﾄｳﾌﾞｿｳｷﾞｮｳ (有)東部総業 

岩手県滝沢市鵜飼向新田 159 番地 18 

代表取締役 阿部 正喜 019-684-3231 019-684-2757 

 

電気機器 LED 器具 電気機器 LED 器具                     

委託 駐車場・駐輪場等整備(交通整備含む)、常駐、巡

回 委託 建物清掃                     

3404 ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東邦薬品(株) 

東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号 

代表取締役社長 枝廣 弘巳 03-3419-7811  

岩手県盛岡市みたけ 2-7-15 

所長 遠藤 政宏 019-641-4455 019-641-3786 

薬品 医療用薬品、ﾜｸﾁﾝ                       

 

3419 ﾄｳﾎｸｱﾙﾌﾚｯｻ 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 

代表取締役社長 川島 啓嗣 024-959-6611 024-959-6546 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 4 番 7 号 

支店長 菊池 一成 019-637-3333 019-637-1413 

薬品 医療用薬品、ﾜｸﾁﾝ 薬品 検査試薬 医療用機器 

医療機器 医療用機器 診療器具、診療材料・診療用

品 医療用機器 医療用備品               

 

3301 ﾄｳﾎｸｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾂｳｼﾝ 東北インテリジェント通信（株） 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 7 番 1 号 

代表取締役社長 三浦 直人 022-799-4201 022-799-4205 

 

機械器具 電話機器、ﾙｰﾀ、ﾊﾌﾞ等 機械器具 周辺機器                     

委託 通信回線ｻｰﾋﾞｽの提供                       

3450 ﾄｳﾎｸｴｱｳｫｰﾀｰ 東北エア・ウォーター（株） 

宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目 4 番 22 号 

代表取締役 河合 昌人 022-742-1210 022-742-1211 

宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-3 

所長 中村 盛明 022-236-4043 022-236-4294 

薬品 医療用薬品 医療用機器 医療機器 医療用機

器 介護用品、介護用ｼｬﾜｰ入浴装置 医療用機器 自動

体外式除細動器 機械器具 電動工具、溶接機、ｴｱｰｺﾝ

ﾌﾟﾚｯｻｰ、除雪機 消防・保安器材 消火器             

委託 SPD、CPS、滅菌業務 借入れ 医療機器                     

3073 ﾄｳﾎｸｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ (株)東北議事録センター 

宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目 18 番 21 号 

代表取締役 花角 潤一 022-252-7456 022-252-7458 

 

委託 会議録作成、音声データ等反訳等                       

3210 ﾄｳﾎｸｷｽｲ (株)東北機水 

宮城県仙台市若林区六丁の目南町 5 番 37 号 

代表取締役 渡辺 俊明 022-288-8115 022-288-8121 

 

薬品 ﾌﾟｰﾙ用薬品                       

委託 ﾌﾟｰﾙろ過装置等保守点検                       

3040 ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 東北公営企業(株) 委託 下水処理施設、浄化槽、自家用電気工作物、水
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岩手県盛岡市中太田屋敷田 103 番地 3 

代表取締役 柏 眞喜子 019-659-3088 019-659-3047 

 

道施設、排水機場、樋門 委託 産業廃棄物（運送・

運搬）                     

3017 ﾄｳﾎｸｼｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 東北シート工業(株) 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 4 番 9 号 

代表取締役 細野 裕之 019-614-0132 019-614-0137 

 

その他 横断幕 その他 ﾃﾝﾄ 繊維・ｺﾞﾑ類 ｶｰﾃﾝ、暗

幕、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ                   

委託 催事企画運営                       

3402 ﾄｳﾎｸｼｺｳ 東北紙工(株) 

宮城県仙台市若林区中倉一丁目 13 番 1 号 

代表取締役 村上 良雄 022-231-2141 022-231-2144 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）                       

 

3023 ﾄｳﾎｸｾｲｷﾞｮｾｯｹｲ (株)東北制御設計 

岩手県滝沢市巣子 152 番地 378 

代表取締役 細田 浩 019-656-6645 019-903-0509 

 

委託 自家用電気工作物                       

3121 ﾄｳﾎｸｾｲﾜ 東北清和(株) 

岩手県盛岡市西仙北一丁目 15 番 7 号 

代表取締役 石川 博 019-631-1731 019-635-8900 

 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 常駐 委託 

ねずみ・昆虫等防除                   

3362 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ (株)東北ターボ工業 

岩手県盛岡市下太田田中 1 番地 2 

代表取締役 生内 一晶 019-658-1113 019-673-8215 

 

建設資材 再生土                       

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、下水道管渠清掃

（清掃から収集・運搬まで）、側溝排水路清掃、公園

・道路等清掃 委託 一般廃棄物(運送・運搬)、産業廃

棄物(運送・運搬)、汚泥、一般廃棄物(処理)、産業廃

棄物(処理)、特管産廃収集運搬 委託 漏水調査、流量

調査                   

3208 ﾄｳﾎｸﾀｲｲｸｼｾﾂ 東北体育施設(株) 

岩手県盛岡市高松一丁目 9 番 50 号 

代表取締役 畠山 武美 019-681-3027 019-681-3028 

 

ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般                       

委託 建物清掃 委託 体育施設、遊具 修繕 遊具                   

3164 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ (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 

理事長 中野 春之 022-748-0235 022-748-1273 

岩手県盛岡市向中野二丁目 14 番 21 号 

事業本部長 小野寺 清典 019-631-2552 019-631-2553 

電気機器 蓄電池 電気機器 ブレーカー                     

委託 自家用電気工作物                       

3021 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話(株) 

岩手県盛岡市津志田町二丁目 8 番 45 号 

代表取締役 木村 邦寿 019-637-2205 019-638-8104 

岩手県盛岡市津志田町二丁目 8 番 45 号 

営業部長 木村 辰夫 019-637-2205 019-638-8104 

機械器具 無線機器、電話機器 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、

周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 医療用機器 ﾅｰｽｺｰﾙ 写真・光学

機器 監視ｶﾒﾗ・ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ               

委託 通信機器                       

3407 ﾄｳﾎｸﾋﾀﾁ (株)東北日立 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目 1 番 25 号 

代表取締役 中尾 秀藏 022-223-0152  

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 2 番 18 号 

支店長 村山 由男 019-638-2411 019-638-2416 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備 機械器具 ｴｱｰｺﾝﾌ

ﾟﾚｯｻｰ                     

 

3093 ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙﾄﾞ (株)東北ビルド 

岩手県盛岡市北天昌寺町 18 番 54 号 

代表取締役 江苅内 總夫 ― ― 

 

委託 飲料水貯水槽清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃 修繕 ｵｲﾙ地下

ﾀﾝｸ内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ修繕 委託 産業廃棄物(運送・運搬)                   

3285 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業(株) 

宮城県仙台市若林区蒲町 18 番 1 号 

代表取締役社長 佐藤 泰洋 022-286-4431 022-286-4578 

 

委託 浄化槽、その他 委託 産業廃棄物（運送・運搬） 

委託 水質検査                   
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3174 ﾄｳﾎｸﾕｶ (株)東北油化 

岩手県盛岡市黒川 22 地割 77 番地 

代表取締役 杉山 秀史 019-696-5656 019-696-5658 

 

消防・保安器材 油吸着ﾏｯﾄ 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 A 重

油、灯油、再生重油                     

委託 飲料水貯水槽清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃、側溝排水路清

掃 修繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ 委託 冷暖房機器 委

託 産業廃棄物（運送・運搬）、汚泥、廃ﾀｲﾔ、産業廃

棄物（処理）                 

3044 ﾄｳﾎｸﾛｳｽｲ (株)東北漏水 

宮城県仙台市太白区長町八丁目 11 番 25 号 

代表取締役 薄井 博武 022-247-8346 022-308-0521 

 

委託 漏水調査                       

3482 ﾄｳﾖｳｹｲｷ 東洋計器(株) 

長野県松本市和田 3967 番地 10 

代表取締役 土田 泰秀 0263-48-1121 0263-48-1130 

宮城県仙台市太白区富沢南二丁目 12 番 2 号 

支社長 小野寺 裕 022-307-0111 022-307-0114 

計測実験検査機器 ﾒｰﾀｰ類                       

 

3467 ﾄｳﾖｳｼｮｸﾋﾝ (株)東洋食品 

東京都台東区東上野一丁目 14 番 4 号 

代表取締役 荻久保 英男 03-3836-1291 03-3836-0601 

 

委託 調理業務、学校給食調理等業務                       

3303 ﾄｳﾜﾋﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｻｼﾞｮ （有）東和微生物検査所 

岩手県盛岡市南仙北二丁目 8 番 29 号 

代表取締役 前田 晶 019-635-6151 019-635-6871 

 

委託 細菌検査                       

3278 ﾄｳﾜﾎﾝｼｬ (株)東和本社 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 4 地割 347 番地 

代表取締役 久慈 俊幸 019-698-4500 019-698-4501 

 

機械器具 除雪機、凍結防止剤散布機 車両 除雪車、

凍結防止剤散布車                     

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械 売払い 特殊車

両・建設機械                     

3218 ﾄｳﾜﾔｸﾋﾝ 東和薬品(株) 

大阪府門真市新橋町 2 番 11 号 

代表取締役社長 吉田 逸郎 06-6900-9100 06-6908-5797 

岩手県盛岡市向中野二丁目 45 番 23 号 

所長 小原 崇広 019-656-4551 019-656-4552 

薬品 医療用薬品                       

 

3413 ﾄｰｹﾐ (株)トーケミ 

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目 12 番 11 号 

代表取締役 細谷 一彦 06-6301-3141 06-6308-6228 

宮城県仙台市宮城野区榴岡 3 丁目 11 番 6 号 

所長 正木 英明 022-297-2371 022-297-2372 

その他 上下水道用濾過材 薬品 工業用薬品 機械

器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、水処理用機器・装置                   

委託 ろ過池ろ過材分析、ろ層調査 他                       

3075 ﾄｰﾀﾙﾂｳｼﾝ (有)トータル通信 

岩手県奥州市水沢字川端 56 番地 1 

代表取締役 菊地 俊光 0197-51-1537 0197-51-1538 

 

機械器具 無線機器                       

委託 通信機器 修繕 無線電話機器                     

3027 ﾄｰﾀﾙﾘｱﾙﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ (株)ﾄｰﾀﾙ・ﾘｱﾙﾃｨ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 

東京都港区赤坂三丁目 21 番 21 号 ｻﾝﾜｯﾄ渡邊ﾋﾞﾙ 6 階 

代表取締役 吉村 利一 03-5575-7505 03-5575-0535 

 

委託 公会計整備支援                       

3453 ﾄｰﾊﾞﾝｲﾝｻﾂ トーバン印刷(株) 

岩手県一関市千厩町千厩字神ノ田 30 番地 9 

代表取締役 菅原 正行 0191-52-2445 0191-52-4230 

岩手県盛岡市門二丁目 2-3 

取締役営業所長 豊岡 長悦 019-653-6333 019-653-6386 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ製品 印刷・製本 製本                     

委託 印刷物の企画編集、電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、航空写真・ﾄﾞ

ﾛｰﾝ空撮、映像・記録、ﾃｰﾌﾟ起し・議会会議録作成業

務委託                       

3038 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ (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 

代表取締役 石井 昭 03-3943-2221 03-3943-8441 

教材教具 一般図書、電子出版物 教材教具 視聴覚資

料 事務用品 図書用品 事務用品 図書館用 IC 関連

機器 家具 家具、図書館用什器               
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 委託 ﾃﾞｰﾀ入力業務。書誌ﾃﾞｰﾀ作成業務 委託 図書館

に係る業務全般                     

3445 ﾄｽﾈｯﾄｷﾀﾄｳﾎｸ （株）トスネット北東北 

岩手県盛岡市上堂三丁目 2 番 7 号 

代表取締役 土岐 保信 019-645-4253 019-645-3008 

岩手県盛岡市上堂三丁目 2 番 7 号 

所長 苗代澤 幸也 019-645-4251 019-645-4252 

委託 巡回、常駐、駐車場・駐輪場等整理（交通整理

含む）、ｲﾍﾞﾝﾄ警備                       

3428 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷(株) 

東京都台東区台東一丁目 5 番 1 号 

代表取締役社長 金子 眞吾 03-3835-5111  

宮城県仙台市泉区明通三丁目 30 番 

常 務 執 行 役 員 事 業 部 長  小 谷  友 一 郎  022-377-5111 

022-377-5115 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷 印刷・製本 地図調製 印刷・製本 青

焼・コピー 印刷・製本 製本 その他 案内板、ﾅﾝﾊﾞ

ｰﾌﾟﾚｰﾄ、看板、横断幕               

委託 催事企画運営、調査・統計、広告・宣伝、印刷

物の企画編集、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、映像・記録、

筆耕・翻訳、BPO 全般 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ

入力業務                     

3439 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ トッパン・フォームズ（株） 

東京都港区東新橋一丁目 7 番 3 号 

代表取締役社長 坂田 甲一 03-6253-6000 03-6253-5629 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 

所長 千田 知巳 019-653-3217 019-653-1630 

印刷・製本 一般印刷、ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、図書ｶｰﾄﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈ

ｽﾌｫｰﾑ・封筒 機械器具 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ 事務

用品 紙折機、裁断機、圧着機 事務用品 事務用紙類 

事務用品 文房具全般               

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ                       

3476 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｲﾜﾃ トヨタエルアンドエフ岩手（株） 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目 6 番 12 号 

代表取締役社長 高橋 一仁 019-638-4611 019-637-3233 

 

車両 除雪車、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 車両 ﾀｲﾔ類、ﾌｫ

ｰｸﾘﾌﾄ等用品 その他 物流機器（ﾗｯｸ他）                   

修繕 特殊車両・建設機械 借入れ 特殊車両・建設

機械 売払い 特殊車両・建設機械                   

3011 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｲﾜﾃ (株)トヨタレンタリース岩手 

岩手県盛岡市名須川町 9 番 5 号 

代表取締役 元持 雅行 019-652-0125 019-653-1086 

 

借入れ 自動車・バス                       

3299 ﾄﾗｲｽ （株）トライス 

岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 17 番 10 号 

代表取締役 菅村 泰介 019-604-7511 019-604-7513 

 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備、蓄電池、部品等 

電気機器 家庭用電気機器、空気清浄機・部品等 暖

房機器 ストーブ・ファンヒーター、ペレットストー

ブ、電気ストーブ（セラムヒート） 厨房機器 家庭

用電気機器、IH ｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ 厨房機器 業務用厨房機

器、ﾎﾞｲﾗｰ、業務用ｴｺｷｭｰﾄ 薬品 冷却水処理・ﾎﾞｲﾗｰ

工業用薬品 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌ

ﾟ、消火器、部品等           

委託 冷暖房機器、消防用設備、給排水保守点検 修

繕 冷暖房機器、ﾎﾞｲﾗｰ、消防・保安器材、厨房機器、

電気機器、その他設備関係修繕 委託 飲料水貯水槽

清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃、排水詰まり清掃、ｴｱｺﾝ洗浄 委託 

大気検査・環境検査、空気環境測定                 

3471 ﾄﾗﾊﾟﾝﾂ (株)トラパンツ 

秋田県秋田市旭北栄町 1 番 46 号 

代表取締役 長谷川 敦 018-883-1909 018-883-1907 

岩手県盛岡市中央通 1-11-17 

岩手オフィス長 伊東 祐哉 019-681-8259 019-681-8269 

委託 催事企画運営、公告・宣伝、印刷物の企画編集、

電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、映像・記録、

Web ｻｲﾄ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作、ﾊﾟｿｺﾝｾﾐﾅｰ等企画運営 委託 

ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ制作 委託 ｺ

ﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                   

3414 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ (株)トリアド工房 

東京都八王子市大塚 636 番地の 2 

代表取締役 伊藤 民郎 042-675-2696 042-675-6098 

 

家具 展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ                       

委託 催事企画運営、各種模型、造形物、文化財複製

品                       

3169 ﾄﾘｮｳｲﾝｻﾂ (株)杜陵印刷 

岩手県盛岡市みたけ二丁目 22 番 50 号 

代表取締役 間瀬 浩之 019-641-8000 019-641-8085 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（小部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、伝票封筒等軽印刷 印刷・製本 製本                     

委託 印刷物の企画編集                       
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3001 ﾄﾘｮｳｺｳｿｸｲﾝｻﾂ 杜陵高速印刷(株) 

岩手県盛岡市川目町 23 番 2 号 

代表取締役 舘川 浩 019-651-2110 019-654-1084 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP、ｼｰﾙ･ｽﾃｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ等 印刷・製本 製本 その他 案内板、看板、

横断幕、のぼり 印刷・製本 地図調製 印刷・製本 

青焼・ｺﾋﾟｰ その他 ｷﾞﾌﾄ一般、周知・啓発用品 事

務用品 事務用紙類、袋類、ﾃｨｯｼｭ 繊維・ｺﾞﾑ類 被服

・繊維用品への印刷 事務用品 文房具全般、印章、

事務用品等名入れ 車両 車両ｽﾃｯｶｰ 消防・保安器

材 防犯ﾌﾞｻﾞｰ   

委託 公告・宣伝、印刷物の企画編集、電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、

航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、筆耕、翻訳 委託 広報紙・文

書集配、封入・封緘及び発送 委託 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの制作 

委託 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの保守・更新                 

3460 ﾅｲﾄｳﾊｳｽ (株)内藤ハウス 

山梨県韮崎市円野町上円井 3139 番地 

代表取締役 内藤 篤 0551-27-2131 0551-27-2212 

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-12-1 ｼｴﾛ仙台東口 402 

所長 岩瀬 太一 022-253-7023 022-253-7024 

借入れ 仮設建築物                       

3183 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ (株)中西製作所 

大阪府大阪市生野区巽南五丁目 4 番 14 号 

代表取締役 中西 一真 06-6791-1111 06-6793-5151 

岩手県盛岡市津志田南二丁目 2 番 38 号 

所長 及川 勇哉 019-639-1671 019-639-1677 

厨房機器 業務用厨房機器、洗浄機 厨房機器 食器、

厨房用品、洗剤 厨房機器 家庭用厨房機器、冷蔵庫                   

委託 厨房機器保守点検 修繕 厨房機器                     

3256 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ (株)ナカノアイシステム 

新潟県新潟市中央区鳥屋野 432 番地 

代表取締役社長 坂井 浩 025-284-2100 025-284-3600 

岩手県盛岡市前九年二丁目 12 番 1 号 

所長 大内 弘 019-648-3022 019-648-3023 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器 印刷・製本 地図調製                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空

撮、調査・統計 借入れ OA 機器、ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ                 

3194 ﾅｶﾞﾉﾎﾟﾝﾌﾟ 長野ポンプ(株) 

石川県金沢市浅野本町口 145 番地 

代表取締役 長野 幸浩 076-252-4336 076-252-4335 

宮城県仙台市宮城野区荻野町一丁目 18-8 ﾌﾟﾛﾐﾈﾝｽ萩野町 201 号 

所長 蜂谷 政興 022-794-8341 022-794-8342 

車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車                       

 

3418 ﾅｶﾏｺﾞ (有)なかまご 

岩手県岩手郡雫石町上町東 1 番地 1 

代表取締役 中村 イセ 019-692-2369 019-692-2382 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 Ａ

重油、灯油 その他 湯沸器、ｶﾞｽ風呂釜、水栓、ﾄｲﾚ 

暖房器具 ｽﾄｰﾌﾞ・ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ                 

委託 漏水調査                       

3436 ﾅｶﾞﾜ （株）ナガワ 

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 

代表取締役 髙橋 修 03-5288-8661 03-5288-8662 

岩手県盛岡市厨川 1-27-3 

所長 北條 真 019-641-1177 019-641-1178 

建設資材 物置、簡易ﾄｲﾚ、ｶﾞﾚｰｼﾞ、ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ                       

借入れ 仮設建築物、簡易水洗式ﾄｲﾚ                       

3304 ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ ナショナルエレベーター工業（株） 

宮城県仙台市青葉区上愛子字松原 47 番地の 12 

代表取締役 大場 秀兵 022-392-8080 022-392-8088 

 

委託 昇降機類                       

3424 ﾅﾝﾌﾞｲﾘｶ (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 

代表取締役 名郷根 正昭 019-697-3264 019-697-3519 

 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器、輸血検査機

器 薬品 検査試薬 医療用機器 診療器具、診療材料

・診療用品、介護用品、その他 薬品 医療用薬品、

ﾜｸﾁﾝ、単純試薬・硫酸 医療用機器 医療用備品、車

いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、

自動体外式除細動器、補装具 写真・光学機器 写真

機類、顕微鏡、ﾗﾝﾌﾟ類 計測実験検査機器 検査機器 

計測実験検査機器 実験機器 計測実験検査機器 は

かり、ﾒｰﾀｰ類 事務用品 事務用紙類、検査報告用紙     
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委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ、医療用機器 委託 ｼｽﾃ

ﾑ・ｿﾌﾄ開発、ｵﾝﾗｲﾝ接続 修繕 医療用機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

機器 借入れ OA 機器、観葉植物、医療機器                 

3312 ﾅﾝﾌﾞﾌｼﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ (株)南部富士カントリークラブ 

岩手県八幡平市大更第 47 地割 34 番地 2 

代表取締役社長 森澤 良久 0195-76-3151 0195-76-5665 

 

ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般、石灰、ﾆｶﾞﾘ その他 ﾄﾛﾌｨ

ｰ・盾、旗、ﾍﾟﾅﾝﾄ、賞状 その他 案内板、ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰ

ﾄ、看板、横断幕、車両ﾏｰｷﾝｸﾞ、ﾊﾟﾈﾙ板 その他 刺繍、

ﾚｰｻﾞｰ加工 印刷・製本 ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、ﾏｰｸ地、

ﾜｯﾍﾟﾝ 繊維・ｺﾞﾑ類 事務服、作業服、防寒服、T ｼｬﾂ、

ﾎﾟﾛｼｬﾂ、ﾌﾞﾙｿﾞﾝ他             

 

3100 ﾆｰｽﾞｶｲﾊﾂ (有)ニーズ開発 

岩手県盛岡市上堂三丁目 11 番 38 号 

代表取締役 高橋 光子 019-647-8600 019-647-7640 

 

委託 飲料水貯水槽清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃、下水道管渠清

掃(清掃から収集・運搬まで)、ﾌﾟｰﾙろ過装置の清掃 

委託 貯水槽の保守点検 委託 地下ｵｲﾙﾀﾝｸの保守点

検 委託 ﾌﾟｰﾙろ過装置の保守点検 委託 浄化槽 

委託 一般廃棄物(運送・運搬)、産業廃棄物(運送・運

搬)、特別管理産業廃棄物の収集運搬 修繕 冷暖房機

器、ﾎﾞｲﾗｰ           

3111 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ (株)西原環境 

東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号 

代表取締役 ヤニック・ラット 03-3455-4441 03-3455-4465 

宮城県仙台市青葉区二日町 3 番 10 号 

所長 尾﨑 浩明 022-713-7521 022-713-7525 

機械器具 水処理装置及び同部品 薬品 水処理薬品                     

委託 下水処理施設、浄化槽、水道施設 委託 その他

水処理施設運転維持管理                     

3036 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ (株)ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河台二丁目 9 番地 

代表取締役 森 信介 03-3291-2121 03-3291-6886 

 

医療用機器 車いす、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品 医療

用機器 介護用品 医療用機器 医療機器 教材教具 

教材、遊具 教材教具 教科書・指導書 印刷・製本 

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品利用促進通知ｻｰﾋﾞｽ             

委託 調査・統計、人材派遣、医事業務、各種ｾﾐﾅｰ 委

託 ﾃﾞｰﾀ入力業務、情報処理・電算                     

3420 ﾆﾁｲﾘｰｽ (株)日医リース 

東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号 

代表取締役 石井 延佳 03-3490-8641 03-3490-8646 

岩手県盛岡市開運橋通 1 番 1 号 

支店長 内谷 尚 019-652-8871 019-652-8876 

借入れ 医療機器                       

3291 ﾆﾁﾚｷ ニチレキ（株） 

東京都千代田区九段北四丁目 3 番 29 号 

代表取締役 小幅 学 03-3265-1511 03-3265-1510 

岩手県奥州市水沢工業団地 4-29 

所長 佐々木 史生 0197-24-7201 0197-24-7203 

建設資材 道路資材、常温合材（ﾚｽｷｭｰﾊﾟｯﾁ等）                       

 

3034 ﾆｯｸ (株)ニック 

福岡県大野城市川久保三丁目 1 番 23 号 

代表取締役 松浦 豊喜 092-504-2489 092-504-2900 

東京都千代田区神田鍛冶町 3-7-4 

支店長 竹原 達也 03-5296-0677 03-5296-0678 

事務用品 文房具全般 事務用品 事務用紙類                     

借入れ 障害福祉ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ 委託 ｼｽﾃﾑ･ｿﾌﾄ開発                     

3024 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信(株) 

東京都世田谷区桜丘一丁目 2 番 22 号 

代表取締役 鈴木 範夫 03-5451-1717 03-5451-1712 

岩手県盛岡市西青山二丁目 2 番 5 号 

支店長 千葉 忠吾 019-643-2515 019-643-2516 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 機械器具 無線機

器、電話機器 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電

子複写機、紙折機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 通信機器、

消防用設備 借入れ OA 機器                   

3150 ﾆｯｺｸ (株)ニッコク 

東京都港区六本木六丁目 17 番 1 号 

代表取締役 御法川 法男 03-5410-0129 03-5412-8810 

青森県青森市小柳一丁目 19 番 20 号 

所長 高野 節夫 017-744-2715 017-744-2718 

計測実験検査機器 水道ﾒｰﾀｰ                       
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3196 ﾆｯｺｸﾄﾗｽﾄ (株)ニッコクトラスト 

東京都中央区日本橋堀留町二丁目 4 番 3 号 

代表取締役 若生 喜晴 03-6861-4451 03-6861-4455 

宮城県仙台市太白区長町 3-7-13 

支社長 富塚 晃光 022-748-1277 022-249-4711 

委託 調理業務                       

3185 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ 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 

代表取締役社長 菅井 正一 03-3287-3611 03-3287-3612 

岩手県盛岡市大通 3-3-10 七十七日生盛岡ﾋﾞﾙ 9 階 

支店長 金井 利彰 019-629-2360 019-629-2363 

委託 調理業務                       

3131 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (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 

代表取締役社長 柴田 功 03-5847-7850 03-5847-7860 

岩手県盛岡市東黒石野 2-2-22 

所長 齊藤 浩 019-907-2596 019-907-2620 

委託 水道施設、上下水道管内調査、TV ｶﾒﾗ 委託 デ

ータ入力業務、上下水道台帳ｼｽﾃﾑ 委託 除染業務等                   

3243 ﾆｯｼﾝｺｳﾊﾂ 日振工発(株) 

東京都葛飾区東金町六丁目 21 番 16 号 

代表取締役 中田 昌宏 03-3600-2722 03-3600-2973 

宮城県仙台市若林区卸町 2-12-6 

支店長 笠原 秀徳 022-284-5890 022-284-5843 

委託 ｵｲﾙﾀﾝｸ漏洩検査 委託 ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃                     

3054 ﾆｯｽｲｺﾝ (株)日水コン 

東京都新宿区西新宿六丁目 22 番 1 号 

代表取締役社長 野村 喜一 03-2353-6200 03-5323-6480 

岩手県盛岡市中央通 2-11-18 

事務所長 小澤 茂幸 019-653-9421 019-653-9422 

委託 水質検査 委託 水道施設 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開

発                   

3068 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 日成ビルド工業(株) 

石川県金沢市金石北三丁目 16 番 10 号 

代表取締役 森岡 直樹 076-268-1111 076-268-0208 

岩手県盛岡市中央通 2 丁目 2-5 

支店長 島田 重晴 019-606-1300 019-606-1301 

借入れ 仮設建築物                       

3297 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事(株) 

東京都港区海岸一丁目 14 番 22 号 

代表取締役社長 新居 康昭 03-6734-8811 03-6734-8239 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 7 地割 316 番地 

所長 平渡 一彦 019-698-3324 019-697-7451 

借入れ 特殊車両・建設機械、複写機、OA 機器、自動

車・ﾊﾞｽ 売払い 一般車両                     

3468 ﾆｯﾃﾂｽﾐｷﾝｶﾝｷｮｳ 日鉄住金環境(株) 

東京都中央区京橋一丁目 18 番 1 号 

代表取締役 山本 郁也 03-6862-8700 03-6862-8711 

岩手県釜石市鈴子町 23-15 

センター長 堀江 亮平 0193-22-2141 0193-22-5989 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、放射能測定、

土壌汚染状況調査                       

3005 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東イシダ(株) 

宮城県仙台市若林区卸町五丁目 3 番 5 号 

代表取締役社長 鍋島 功 022-235-3561 022-235-3519 

青森県八戸市大字新井田字小久保尻 16-1 

所長 斉藤 和彦 0178-30-1175 0178-30-1176 

計測実験検査機器 はかり                       

委託 ごみ焼却施設                       

3157 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信(株) 

宮城県仙台市青葉区堤町三丁目 1 番 15 号 

代表取締役 髙橋 進太郎 022-273-9211 022-273-9218 

岩手県盛岡市下飯岡 21 地割 61 番地 2 

支店長 小林 豊 019-632-2100 019-632-2103 

機械器具 無線機器、電話機器 電気機器 放送設備、

舞台音響設備、蓄電池、映像設備 事務用品 ― 機械

器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ                 

借入れ OA 機器、交換機、電話、無線、衛生携帯電話、

監視ｶﾒﾗ 修繕 無線電話機器 委託 通信機器                   

3099 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀ 日本オーチス・エレベータ(株) 

東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号 

代表取締役 山上 浩 03-5981-0300 03-5981-0313 

岩手県盛岡市中央通二丁目 2 番 5 号 

委託 昇降機類                       
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所長 工藤 滋 019-654-7567 019-654-7693 

3020 ﾆｯﾎﾟﾝｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 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 

代表社員ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社職務執行者 本田 博人 

03-5334-5666 03-5334-5660 

岩手県滝沢市大釜大畑 73-1 

所長 高橋 治樹 019-687-1111 019-687-3899 

機械器具 建設機械 機械器具 溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、充電

機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、除雪機 機械器具 農林業

用機械 車両 除雪車、ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾄﾗｸﾀｰ、

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 車両 ﾀｲﾔ類、洗車機、部品               

修繕 農林業用機械、特殊車両・建設機械 売払い 特

殊車両・建設機械 借入れ 特殊車両・建設機械                   

3268 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気(株) 

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 

代表取締役執行役員社長 新野 隆 03-3454-1111 ― 

岩手県盛岡市中央通二丁目 2 番 5 号 

支店長 橋爪 直樹 019-651-4344 019-652-0362 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 機械器具 無線機器、電話機器                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 放送機器、OA 機器、通信

機器                     

3079 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾞﾙｺﾝ 日本ビルコン(株) 

大阪府大阪市西淀川区御幣島 1-10-8 

代表取締役 窪田 勝 06-6472-5511 06-6472-6611 

岩手県盛岡市上太田四ツ家 4-1 

所長 西川 兼司 019-658-1017 019-658-1023 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備                       

委託 冷暖房機器                       

3383 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰﾄｳﾎｸ ニッポンレンタカー東北(株) 

宮城県仙台市青葉区本町一丁目 2 番 20 号 

代表取締役 宮島 明洋 022-225-6951 022-261-8691 

 

借入れ 自動車・ﾊﾞｽ                       

3490 ﾆﾎﾝｶｲｹｲｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 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 

代表取締役 吉岡 和守 03-6686-8629 03-6215-9218 

 

委託 固定資産台帳整備、財務書類作成・点検等支援

業務、公会計個別施設計画、公会計総合管理計画 委

託 公会計に係るコンサルティング 委託 公営企業

会計移行業務 委託 経営戦略策定業務 委託 消費

税監査 借入れ 公会計ｼｽﾃﾑ PPP Ver.5             

3429 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 一般社団法人 日本家族計画協会 

東京都新宿区市谷田町一丁目 10 番地 保健会館新館 

理事長 北村 邦夫 03-3269-4727 03-3267-2658 

 

教材教具 教材 教材教具 保健指導用冊子 教材教

具 母子健康手帳                   

 

3252 ﾆﾎﾝｸｳﾁｮｳﾄｳﾎｸ (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 

代表取締役 中町 博司 022-246-9701 022-246-9707 

岩手県盛岡市みたけ一丁目 5 番 54 号 

所長 菊田 和寿 019-648-6300 019-648-6303 

委託 冷暖房機器 修繕 冷暖房機器                     

3188 ﾆﾎﾝｺｸﾐﾝｼｮｸ 日本国民食(株) 

東京都中央区日本橋堀留町二丁目 4 番 3 号 

代表取締役 市川 敏一 03-6861-4499 03-6861-4477 

 

委託 調理業務                       

3145 ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ (株)日本サポートサービス 

東京都千代田区神田猿楽町 2 丁目 2 番 10 号 

代表取締役 籏鉾 吉男 03-3291-6943 03-3291-2135 

 

委託 医事業務、保健指導関連業務（生活習慣病等） 

委託 ﾃﾞｰﾀ入力業務                     

3130 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｶﾝﾛ 日本水道管路(株) 

宮城県石巻市開成 1 番 18 

代表取締役 佐藤 伸二 0225-22-2504 0225-22-2534 

 

委託 漏水調査、上水道管内ｶﾒﾗ調査 委託 配水池調

査清掃                     

3463 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽ 日本水道サービス(株) 

山形県米沢市万世町桑山 1549 番地 7 

代表取締役 斉藤 尚隆 0238-28-0028 0238-28-0027 

 

委託 漏水調査                       

3225 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発(株) 

山形県山形市大字松原 777 番地 

機械器具 ポンプ 機械器具 可搬式溶液散布装置                     
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代表取締役 桂木 宣均 023-688-6000 023-688-4122 

 

3229 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷ 日本調理機(株) 

東京都大田区東六郷三丁目 15 番 8 号 

代表取締役 齋藤 有史 03-3837-8259 03-3734-3150 

岩手県盛岡市みたけ五丁目 7 番 16 号 

所長 下道 正美 019-647-6789 019-647-6790 

厨房機器 業務用厨房機器 厨房機器 食器、厨房用品                     

修繕 厨房機器                       

3491 ﾆﾎﾝﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ 日本ビズアップ(株) 

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 

代表取締役 吉岡 和守 03-6215-9217 03-6215-9218 

 

委託 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ業務 借入れ ﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ公営企業会計

ｼｽﾃﾑ                     

3186 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ (株)日本レップス 

神奈川県横浜市中区元浜町三丁目 15 番地 

代表取締役 川島 幹夫 045-264-8361 045-264-8362 

宮城県仙台市泉区上谷刈五丁目 11 番 23 号 

所長 大沼 薫 022-374-6914 022-374-6913 

委託 漏水調査                       

3423 ﾆﾎﾝﾛｳﾎﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)日本漏防コンサルタント 

徳島県徳島市南田宮二丁目 7 番 4 号 

代表取締役 新垣 光勇 088-632-6616 088-632-1854 

宮城県仙台市太白区富沢一丁目 9-1 エクセル富沢 105 

所長 勝 進一 022-226-8963 022-226-8964 

委託 漏水調査                       

3104 ﾆﾜﾓｸｻﾞｲ (有)二和木材 

岩手県滝沢市後 268 番地 56 

代表取締役 小笠原 清貴 019-688-4643 019-688-4644 

 

建設資材 木材 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 燃料用ﾁｯﾌﾟ                     

委託 山林 売払い 立木                     

3384 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ (株)乃村工藝社 

東京都港区台場二丁目 3 番 4 号 

代表取締役社長 榎本 修次 03-5962-1171 03-3570-2397 

 

家具 展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、展示什器・備品等 その他 案

内板、看板                     

委託 催事企画運営、調査・統計、公告・宣伝、印刷

物の企画編集、映像・記録 委託 展示機器・設備等

保守点検                     

3213 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｶﾒｲ 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一丁目 1 番 20 号 

代表取締役 岩崎 聖 022-266-3171 022-266-3060 

岩手県盛岡市大通三丁目 3 番 10 号 七十七日生盛岡ﾋﾞﾙ 9F 

マネージャー 種市 奈央 019-652-6990 019-652-6991 

委託 調査・統計、人材派遣、事務・電話交換手・軽

作業等 委託 受付・展示物案内 委託 ﾃﾞｰﾀ入力業

務                   

3355 ﾊｲｳｴｲﾄｳﾎｸ (株)ハイウエイとうほく 

宮城県仙台市泉区永和台 35 番 1 号 

代表取締役社長 早坂 幸男 022-371-4561 022-371-4562 

 

建設資材 凍結防止剤                       

 

3331 ﾊｶﾞｸﾚﾕｳｼﾝ 葉隠勇進（株） 

東京都港区芝四丁目 13-3 PMO 田町東 10Ｆ 

代表取締役 大隅 太嘉志 03-3457-3000 03-3457-3001 

山形県東置賜郡高畠町大字高畠 791 大町ﾊｲﾂ 1 号棟 

支店長 勝澤 宏安 0238-27-1810 0238-27-0657 

委託 調理業務                       

3062 ﾊｼｲﾁ (株)橋市 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通 7 番 17 号 

代表取締役 谷藤 文明 019-624-0841 019-651-0557 

 

厨房機器 食器、厨房用品、調理器具 厨房機器 業務

用厨房機器、厨房設備 繊維・ゴム類 調理服 繊維

・ゴム類 ゴム長靴 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品、

ゴミ袋 事務用品 トイレットペーパー、紙袋 印刷

・製本 シール・ステッカー           

 

3385 ﾊｼｲﾁﾌﾞｯｻﾝ (株)橋市物産 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通 1 番 10 号 

代表取締役 谷藤 大樹 019-654-4212 019-654-4286 

家具 家具、展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅子、舞台用

具 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗、ﾊﾞｯｼﾞ その他 案

内板、看板、横断幕 その他 美術・工芸品、ｷﾞﾌﾄ一
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 般、ｱｸﾘﾙ製表彰状 その他 ﾃﾝﾄ ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用

品全般 事務用品 文房具全般、図書用品 事務用品 

ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 繊維・ｺﾞﾑ類 事務服、制服・制帽、

作業服、防寒服、調理服 繊維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞﾑ長

靴、ｼｰﾄ、安全靴 繊維・ｺﾞﾑ類 寝具、ｶｰﾃﾝ、暗幕、

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ類、ﾀｵﾙ類 厨房機器 業務用厨房機

器 

 

3064 ﾊｼﾂﾞﾒｼｮｳｼﾞ 橋爪商事(株) 

岩手県大船渡市大船渡町字砂森 2 番地 20 

代表取締役社長 橋爪 博志 0192-27-1131 0192-25-1176 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 1-5-7 

支店長 石川 修一 019-637-2300 019-638-0105 

家具 展示ケース・パネル、学校用机・椅子 暖房器

具 ストーブ・ファンヒーター 機械器具 ポンプ、発

電機、エアーコンプレッサー、洗浄機 薬品 工業用

薬品 薬品 除草剤 建設資材 砂・砂利・砕石、ガラ

ス、セメント、木材、各種バルブ 建設資材 道路資

材、ネット・フェンス、凍結防止剤、擬木、移動式足

場、人孔口環及び蓋、落蓋式 U 字側溝及び蓋、ヒュ

ーム管 建設資材 物置、簡易トイレ その他 案内

板、看板       

 

3330 ﾊﾟｽｺ (株)パスコ 

東京都目黒区東山一丁目 1 番 2 号 

代表取締役 島村 秀樹 03-3715-2638 03-3715-2637 

岩手県盛岡市茶畑一丁目 17 番 10 号 

支店長 大畑 仁 019-622-0134 019652-5514 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

印刷・製本 地図調製 印刷・製本 一般印刷、DTP

（少部数印刷） 計測実験検査機器 測量機器                 

委託 調査・統計、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮 委託 ｼｽﾃﾑ

・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 大気検査・環境検

査、水質検査、漏水調査、埋蔵文化財発掘調査 借入

れ OA 機器                 

3118 ﾊｯｼｭｳ (株)八州 

東京都江東区木場五丁目 8 番 40 号 

代表取締役 平野 巖 03-5646-1901 03-5245-5061 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通 1 番 10 号 

支社長 大西 久 019-654-5001 019-654-5002 

印刷・製本 地図調製                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 航空写真

・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮                     

3320 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックＥＳエンジニアリ

ング(株) 

大阪府大阪市中央区城見二丁目 1 番 16 号 

代表取締役 黒川 昭隆 06-6910-0131 06-6910-0130 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目 1 番 25 号 

支店長 山本 総太郎 022-225-5819 022-268-5713 

電気機器 放送設備、舞台照明設備、舞台音響設備、

空調設備、通信機器設備                       

委託 通信機器、舞台音響・照明・機構設備、監視制

御設備                       

3379 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニックシステムソリ

ューションズジャパン(株) 

東京都中央区銀座 8-21-1 

代表取締役 片倉 達夫 03-5148-5273 03-5148-5076 

宮城県仙台市青葉区一番町 2-4-1 

社長 武部 恭士 022-212-3701 022-212-3719 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器 電気機器 放送設備、舞台照明

設備、舞台音響設備、映像設備                   

委託 放送機器、通信機器 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰ

ﾀ入力業務                     

3393 ﾊﾅﾀﾞｾﾂﾋﾞ 花田設備(株) 

岩手県北上市北鬼柳 3 地割 117 番地 1 

代表取締役 花田 晶 019-656-6221 019-656-6231 

岩手県盛岡市西青山 2-20-52 

事業部長 熊谷 健 019-656-6221 019-656-6231 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ、PC 関連、

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ 借入れ PC 関連                   

3103 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ (株)ハムシステム庄内 

山形県酒田市両羽町 6 番地の 4 

代表取締役 佐藤 公俊 0234-24-3422 0234-24-3418 

岩手県一関市赤荻字亀田 116 番地 6 

所長 成澤 茂 0191-48-4772 0191-48-5827 

機械器具 無線機器                       

委託 通信機器                       

3287 ﾊﾔｼｿﾞｳｴﾝ 林造園（有） 

岩手県紫波郡紫波町日詰字東裏 97 番地 4 

委託 草刈・剪定 委託 園芸                     
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代表取締役 佐藤 寿喜 019-676-6478 019-676-6479 

 

3199 ﾊﾟﾘﾉｻｰｳﾞｪｲ パリノ・サーヴェイ(株) 

東京都中央区日本橋本町一丁目 10 番 5 号 

代表取締役 岩瀬 建 03-3241-4566 03-3241-4597 

 

委託 埋蔵文化財発掘調査に係る自然科学分析、保存

処理業務、層序面の剥ぎ取り業務、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査、発

掘調査、分布調査、地質調査など                       

3267 ﾊﾝｼﾝﾏﾃﾘｱﾙ (株)阪神マテリアル 

大阪府大阪市住之江区北加賀屋三丁目 2 番 18 号 

代表取締役 中道 史和 06-6681-1900 06-6681-1159 

 

委託 火葬残骨灰処理業務 売払い 古フィルム                     

3255 ﾋﾞｰｴﾑ (株)ビー・エム 

青森県八戸市日計四丁目 1 番 33 号 

代表取締役社長 卯道 亮 0178-29-1800 0178-29-1804 

 

その他 ﾚﾝﾀﾙﾏｯﾄ・ﾓｯﾌﾟ その他 自動販売機（飲料等） 

消防・保安器材 消火器 日用雑貨 清掃用品                 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 消防用設

備、草刈・剪定                     

3165 ﾋﾞｰﾌﾟﾛ (株)ビー・プロ 

宮城県仙台市若林区六丁の目西町 4 番 1 号 

代表取締役 江馬 文成 022-288-5301 022-390-1006 

岩手県盛岡市下太田下川原 12 番地 1 ライフマンション C 棟 102

号 

取 締 役 兼 盛 岡 営 業 所 長  山 田  祐 之  019-659-2571 

019-659-2572 

印刷・製本 一般印刷、軽印刷、ﾌｫｰﾑ印刷、特殊印刷 

印刷・製本 製本                     

委託 ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙﾃﾞｰﾀﾌﾟﾘﾝﾄ、圧着、ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ、封入封緘、

その他代行業務                       

3313 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話(株) 

東京都新宿区西新宿三丁目 19 番 2 号 

代表取締役社長 井上 福造 03-5359-5111 03-5359-1221 

岩手県盛岡市中央通 1-2-2 

岩手支店長 栗田 均 019-625-4125 019-621-1130 

事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機 機械

器具 無線機器、電話機器、ﾙｰﾀｰ 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、

ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾙｰﾀｰ                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 複写機・

ﾌｧｸｼﾐﾘ、通信機器                     

3216 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画(株) 

東京都墨田区業平三丁目 14 番 4 号 

代表取締役社長 田垣 茂彦 03-6859-3939 03-6688-9642 

岩手県北上市大通り三丁目 10 番 27 号 

支店長 川村 英光 0197-64-0187 0197-65-4333 

委託 電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、航空写真・ﾄﾞﾛｰﾝ空撮、映像・記

録、公共施設総合管理計画、住生活基本計画、都市計

画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委

託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 借入れ OA 機器、ｼｽﾃﾑ                 

3295 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 東日本漏水調査(株) 

山形県米沢市窪田町藤泉 1446 番地の 1 

代表取締役 富樫 豪紀 0238-37-5528 0238-37-5552 

 

委託 漏水調査                       

3117 ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙ 日立キャピタル(株) 

東京都港区西新橋一丁目 3 番 1 号 

代表取締役 川部 誠治 03-3503-2111 043-212-2728 

東京都港区西新橋一丁目 3 番 1 号 

執行役 安栄 香純 0120-937-468 043-212-2728 

借入れ OA 機器 借入れ 理化学機器、計測機器、空

調機器、LED 機器、産業用機器等 借入れ 医療機器                   

3226 ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 日立建機日本(株) 

埼玉県草加市弁天五丁目 33 番 25 号 

代表取締役 榎本 一雄 048-931-9306 048-935-8115 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目 7-11 

所長 佐藤 政史 019-638-8511 019-638-1702 

機械器具 建設機械                       

修繕 特殊車両・建設機械 借入れ 特殊車両・建設

機械                     

3270 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ (株)日立システムズ 

東京都品川区大崎一丁目 2 番 1 号 

代 表 取 締 役  取 締 役 社 長  北 野  昌 宏  03-5435-7777 

022-227-6190 

宮城県仙台市青葉区本町二丁目 15 番 1 号 

支社長 堀谷 敦 022-227-6464 022-227-6190 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID

ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 印刷・製本 一般印刷                   

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 OA 機器、

通信機器                     

3048 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ (株)日立ビルシステム 委託 冷暖房機器、昇降機類 修繕 冷暖房機器、昇降
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東京都千代田区神田淡路町二丁目 101 番地 

取締役社長 関 秀明 03-3295-1211 03-3253-3717 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 1-1 

支社長 備前 秀一 022-222-1321 022-222-0241 

機設備関係修繕                     

3019 ﾋﾞﾋﾝﾚﾝﾀﾙｾﾝﾀｰ (株)備品レンタルセンター 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 10 地割 504 番地 1 

代表取締役 浦田 真一 019-614-0341 019-688-6332 

 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸ 車

両 ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類 建設資材 物

置、簡易ﾄｲﾚ 機械器具 建設機械 機械器具 発電機、

除雪機             

借入れ 特殊車両・建設機械、複写機、自動車・ﾊﾞｽ、

仮設建築物                       

3454 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ ヒューマンリソシア（株） 

東京都新宿区西新宿七丁目 5 番 25 号 

代表取締役 御旅屋 貢 03-6863-9962 03-6846-1218 

 

委託 人材派遣、雇用促進業務 その他 ﾃﾞｰﾀ入力業務 

委託 受付・展示物案内                   

3319 ﾋﾗｷﾝｼｮｳﾃﾝ (株)平金商店 

岩手県盛岡市肴町 8 番 24 号 

代表取締役 平野 佳則 019-624-7415 019-626-4591 

 

事務用品 文房具全般、図書用品、印章 事務用品 ﾌｧ

ｸｼﾐﾘ、ﾃﾞﾝﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折機、裁断機、

両替機、ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、丁合い機 事務用品 事務

用紙類、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、袋類 家具 家具、展示ｹｰｽ・

ﾊﾟﾈﾙ、学校用机・椅子、舞台用具 その他 選挙用品 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 繊維・ｺﾞﾑ類 ｶｰﾃ

ﾝ、暗幕、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ類 写真・光学機器 映写

機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、望遠鏡・双眼鏡 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨ

ｰ・盾、旗 電気機器 家庭用電気機器 その他 ｷﾞﾌﾄ

一般、ｱｸﾘﾙ製表彰状 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品、

錠鍵 

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器、通信機器 

借入れ 複写機、OA 機器、家具、暖房用器具、分煙機

器、空気清浄機 修繕 冷暖房機器、事務機器                   

3148 ﾋﾛﾀ (株)ヒロタ 

青森県青森市大字野木字野尻 37 番地 691 

代表取締役 広田 達功 017-729-8321 017-773-8325 

 

事務用品 ｶｰﾄﾞ発行ｼｽﾃﾑ等、紙折機、裁断機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、

丁合い機 事務用品 事務用紙類 機械器具 ID ｶｰﾄﾞ 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ﾌｫｰﾑ印刷 その他 特殊事務機等               

委託 印字、製本、封入封緘、圧着 委託 圧着機、断

裁機、製本機等 借入れ 圧着機、断裁機、製本機等                   

3481 ﾋﾛﾎﾞｰ (株)HIROBO 

岩手県紫波郡紫波町日詰字郡山駅 33 番地２ 

代表取締役 細川 宏文 019-601-7256 019-601-7257 

 

消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、避難器具、ｺﾞｰｸﾞﾙ 消防・保

安用具 消防用ﾎｰｽ類、担架 繊維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞﾑ

長靴、安全靴、消防活動用手袋 繊維・ゴム類 防寒

服 その他 旗               

 

3080 ﾌﾞｲﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀﾞｲ ブイファッション仙台(株) 

宮城県仙台市宮城野区原町五丁目 8 番 47 号 

代表取締役 目黒 秀樹 022-295-2403 022-299-5730 

岩手県盛岡市菜園一丁目 3 番 6 号 

支店長 目黒 賢治 019-601-8788 019-601-8785 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、公園・道路等清

掃 委託 冷暖房機器、体育施設、消防用設備 委託 

空気環境測定 委託 ねずみ・昆虫等防除                 

3137 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ フィリップス・レスピロニクス合同会

社 

東京都港区港南二丁目 13 番 37 号 フィリップスビル 

職務執行者 堤 浩幸 03-3740-3241 03-3740-1559 

 

医療用機器 医療機器 薬品 医療用酸素                     

借入れ 医療機器 委託 医療用機器                     

3178 ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ (有)フォレストサービス 

岩手県岩手郡雫石町丸谷地 36 番地 32 

代表取締役 猪内 次郎 019-692-4710 019-692-4720 

 

委託 林業（素材生産、造林、製材、木工品製造）                       
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3158 ﾌｸﾀﾞﾃﾞﾝｼｷﾀﾄｳﾎｸﾊﾝﾊﾞｲ 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 

代表取締役 種市 智之 018-862-2991 018-864-3675 

岩手県盛岡市下太田下川原 12-1 

所長 吉島 敏夫 019-656-2200 019-656-2266 

医療用機器 医療機器 医療用機器 自動体外式除細

動器                     

委託 医療用機器 修繕 医療用機器 借入れ 医療機

器                   

3193 ﾌｸﾐｼｮｳｼﾞ 福味商事(株) 

福島県本宮市本宮字舘町 161 番地 2 

代表取締役 内田 信市 0243-34-2328 0243-33-2086 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力                       

3363 ﾌｼﾞｶﾜｷｶｲ 冨士川機械(株) 

東京都板橋区前野町一丁目 20 番 9 号 

代表取締役 丸山 久男 03-3960-1221 03-3967-5220 

 

機械器具 ポンプ 計測実験検査機器 測定機器                     

 

3364 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 富士建設工業(株) 

新潟県新潟市北区島見町 3307 番地 16 

代表取締役 鳴海 利彦 025-255-4161 025-255-3301 

 

その他 火葬場設備の備品・用品・消耗品                       

委託 火葬炉設備の保守点検業務 委託 火葬炉設備

の運転、火葬場の運転・火葬業務                     

3098 ﾌｼﾞｻﾜﾀｲｲｸﾄﾞｳ (株)藤沢体育堂 

岩手県盛岡市青山四丁目 10 番 28 号 

代表取締役 藤澤 進 019-647-8484 019-647-8476 

 

ｽﾎﾟｰﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器・器具等全般 

その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗 その他 ﾃﾝﾄ、ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ、

石灰等                   

委託 遊具、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器・器具等委託契約 修繕 時

計・ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ、遊具、スポーツ用品等                     

3372 ﾌｼﾞｼｮｳｼﾞ 富士商事(株) 

山形県山形市西田二丁目 24 番 46 号 

代表取締役 峯田 正浩 023-643-6711 023-643-6710 

青森県青森市第二問屋町三丁目 24 番 1 号 

所長 山内 明彦 017-739-5319 017-739-5323 

教材教具 介護・保健・衛生ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 薬品 医療用薬

品、ﾜｸﾁﾝ 医療用機器 医療機器 印刷・製本 製本

（計画策定）                 

委託 各種計画策定                       

3065 ﾌｼﾞｽｲｺｳｷﾞｮｳ 富士水工業(株) 

岩手県盛岡市みたけ五丁目 10 番 48 号 

代表取締役 菅原 浩幸 019-641-2241 019-641-2261 

 

暖房器具 ストーブ・ファンヒーター 機械器具 ポ

ンプ                     

委託 冷暖房機器、水道施設 修繕 冷暖房機器、ボイ

ラー、漏水                     

3426 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｲﾜﾃ 富士ゼロックス岩手(株) 

岩手県盛岡市中央通一丁目 7 番 25 号 

代表取締役 佐々木 安 019-653-5519 019-653-2101 

岩手県盛岡市中央通一丁目 7 番 25 号 

営業統括部長 辻井 英幸 019-653-5519 019-653-2101 

事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折

機、裁断機 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、

ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務

用品 事務用紙類 事務用品 文房具全般 家具 家具               

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器、通信機器 

借入れ 複写機、OA 機器 修繕 複写機、印刷機器                   

3058 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 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 

代表取締役 野口 達也 03-5994-2600 03-5994-2601 

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 1-14 

支店長 樋口 洋一 022-292-1310 022-292-1312 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器、

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 データ入力業務 委託 窓口業務委託                     

3309 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報(株) 

東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号 

代表取締役 田村 典行 03-6891-6600 03-6891-6611 

岩手県盛岡市高松 2-17-24 

支店長 森 淳 019-663-3366 019-663-3376 

委託 漏水調査、消火栓点検・水圧測定、管路診断・

配水池清掃 委託 水道施設、浄水場運転管理・水道

料金収納関連業務・ﾒｰﾀ検針 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、

ﾃﾞｰﾀ入力業務、上下水道施設ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築・ﾃﾞｰﾀ

入力、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ 委託 地中ﾚｰﾀﾞｰ探査、空洞調査                 

3175 ﾌｼﾞﾂｳ 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 

代表取締役社長 田中 達也 044-777-1111 044-754-2525 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 

支店長 宮腰 亜希也 019-651-1511 019-654-7568 

機械器具 無線機器、電話機器 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 OA 機器、通信機器、ｺﾝﾋ

ﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                     
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3367 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ (株)富士通エフサス 

東京都品川区西品川一丁目 1-1 

代表取締役社長 濱場 正明 03-5747-9100 03-5435-3220 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 

支店長 岩渕 義幸 019-652-7110 019-626-0858 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ﾈｯﾄﾜｰｸ企画・構築・展開 委託 OA 機器、ｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀｼｽﾃﾑ                     

3462 ﾌｼﾞﾂｳｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ (株)富士通ｼｽﾃﾑｽﾞｱﾌﾟﾘｹｰ

ｼｮﾝ＆ｻﾎﾟｰﾄ 

宮城県仙台市青葉区中央三丁目 2番 23号 野村不動産仙台青葉通

ﾋﾞﾙ 

代表取締役社長 田村 斉一 022-226-7153 022-266-6084 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 盛岡第一生命ﾋﾞﾙ 

図 書 館 サ ー ビ ス 事 業 部 長  本 間  聡  019-624-8331 

019-624-8345 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼ

ﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ                     

3409 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ (株)富士通ゼネラル 

神奈川県川崎市高津区末長三丁目 3 番 17 号 

代表取締役 斎藤 悦郎 044-866-1111 044-861-7860 

宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目 5 番 5 号 

部長 矢澤 秀昭 022-239-5171 022-239-5105 

機械器具 無線機器 電気機器 空調設備                     

委託 通信機器                       

3009 ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ (株)富士通マーケティング 

東京都港区港南 2 丁目 15 番 3 号 

代表取締役社長 北岡 俊治 03-6712-3111 03-6712-3595 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 

支店長 今井 智 019-623-0068 019-654-7568 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼ

ﾞ、ID ｶｰﾄﾞ 機械器具 無線機器、電話機器                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 複写機・

ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、通信機器 修繕 電気機器、ｺﾝﾋﾟｭ

ｰﾀ機器                   

3092 ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽ 富士通リース(株) 

東京都千代田区神田練塀町 3 番地 

代表取締役 春日井 昌生 03-5843-6301 03-5298-4125 

宮城県仙台市青葉区中央三丁目 2 番 23 号 

支店長 山内 和也 022-222-8842 022-222-4694 

借入れ 複写機、OA 機器、医療機器                       

3443 ﾌｼﾞﾃｺﾑ フジテコム（株） 

東京都千代田区神田佐久間町二丁目 20 番地 

代表取締役 森山 慎一 03-3862-3196 03-3866-1979 

宮城県仙台市青葉区本町一丁目 12 番 12 号 

支店長 齋藤 芳則 022-222-2011 022-261-2497 

その他 漏水探知器 計測実験検査機器 測量機器、測

定機器                     

委託 漏水調査                       

3066 ﾌｼﾞﾃｯｸ フジテック(株) 

滋賀県彦根市宮田町 591 番地 1 

代表取締役社長 内山 高一 0749-30-7111 0749-30-7052 

宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 

支店長 青木 淳 022-222-0271 022-222-0290 

委託 昇降機類                       

3182 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼｬ (株)富士電業社 

岩手県盛岡市向中野七丁目 13 番 6 号 

代表取締役 尾形 仁徳 019-635-8816 019-638-8817 

 

機械器具 電動工具、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、

洗浄機、除雪機 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟ

ｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 電気機器 

空調設備、蓄電池 機械器具 無線機器 計測実験検

査機器 測定機器、実験機器 事務用品 事務用紙類 

薬品 工業用薬品 薬品 検査試薬         

委託 下水処理施設、自家用電気工作物、水道施設 委

託 公園・道路等清掃 修繕 冷暖房機器、測量・測定

機器、電気機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器                   

3296 ﾌｼﾞﾏｯｸ (株)フジマック 

東京都港区新橋五丁目 14 番 5 号 

代表取締役 熊谷 光治 03-3434-7791 03-3459-9143 

岩手県盛岡市向中野二丁目 27 番 8 号 

所長 阿部 仁 019-656-5116 019-634-1661 

厨房機器 業務用厨房機器、電解次亜水生成装置 厨

房機器 厨房用品、食器、食器洗浄機用洗剤                     

修繕 厨房機器                       

3444 ﾌｼﾞﾑﾗｼｮｳｶｲ （株）藤村商会 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目 9 番 7 号 

厨房機器 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房器具 ｽﾄｰﾌﾞ・ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄ

ｰﾌﾞ 電気機器 空調設備 機械器具 電動工具、旋盤、
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代表取締役 藤村 茂生 019-638-3311 019-638-3492 

 

溶接機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 消防・保安器

材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器 建設資材 各種

ﾊﾞﾙﾌﾞ、上下水道用資材全般 計測実験検査機器 ﾒｰﾀｰ

類           

 

3235 ﾌｼﾞﾔｲﾝｻﾂｼｮ (株)富士屋印刷所 

岩手県盛岡市羽場 13 地割 30 番 10 

代表取締役 工藤 恭一 019-637-6391 019-637-7990 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｶｰﾎﾞﾝ印刷 印刷・製本 製本                     

委託 印刷物の企画編集                       

3395 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通(株) 

東京都中央区築地五丁目 4 番 18 号 

代表取締役 有冨 英治 03-3544-7211 03-3544-7210 

岩手県盛岡市中央通 3-1-2 

所長 照井 一成 019-654-2181 019-625-5701 

機械器具 無線機器、電話機器、電池ﾊﾟｯｸ 機械器具 

大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰ

ﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ 電気機器 放

送設備、蓄電池、映像設備 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ印刷機、電子複写機                 

委託 OA 機器、放送機器、通信機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 修

繕 事務機器、無線電話機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 借入れ 複

写機、OA 機器                   

3324 ﾌﾀﾊﾞｼﾞｭｳｼｬﾘｮｳ 双葉重車輌(株) 

岩手県八幡平市平笠第 24 地割 1 番地 40 

代表取締役 木村 敏彦 0195-76-5332 0195-76-5755 

 

車両 除雪車、圧雪車 機械器具 除雪機 車両 タイ

ヤ類、除雪車両用消耗品                   

修繕 作業用機械、特殊車両・建設機械 売払い 特殊

車両・建設機械                     

3063 ﾌﾀﾊﾞｾﾂﾋﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ (株)双葉設備アンドサービス 

岩手県盛岡市みたけ三丁目 7 番 37 号 

代表取締役 小笠原 敏之 019-641-2281 019-641-2342 

 

電気機器 空調設備 厨房機器 ボイラー 暖房器具 

ストーブ・ファンヒーター、ペレットストーブ                   

委託 冷暖房機器 修繕 冷暖房機器、ボイラー、厨房

機器、電気機器                     

3217 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (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 番 25 号 

代表取締役 菅原 稔郎 022-262-1234 022-265-9309 

岩手県盛岡市中央通一丁目 7 番 25 号 

支店長 佐藤 茂 019-622-5215 019-654-5933 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務                       

3485 ﾌﾞﾖｳﾄﾞｳ (株)武揚堂 

東京都中央区日本橋三丁目 8 番 16 号 

代表取締役 小島 武也 03-5704-7561 03-5704-6685 

宮城県仙台市青葉区二日町 13-30 

所長 望月 龍男 022-222-8781 022-222-8782 

印刷・製本 地図調製 その他 案内板                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発                       

3343 ﾌﾙｶﾜﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ (株)古川ポンプ製作所 

宮城県大崎市古川中里一丁目 10 番 29 号 

代表取締役 氏家 英喜 0229-22-0396 0229-23-8262 

岩手県一関市山目字中野 34-2 

支店長 相澤 善弘 0191-25-5221 0191-25-5220 

車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、救助工作車 消防・保安器材 

消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器、消火栓 消防・保

安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、消防訓練服、避難器

具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、非常食、空気呼吸

器 繊維・ゴム類 制服・制帽、作業服、防寒服 繊

維・ｺﾞﾑ類 雨衣、ｺﾞﾑ長靴、ｼｰﾄ、安全靴、消防編上靴 

機械器具 発電機 その他 徽章、ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗 そ

の他 消防水利標識 その他 ﾃﾝﾄ 医療用機器 自動

体外式除細動器     

委託 消防用設備 委託 廃棄消火器運搬収集 修繕 

消防・保安器材                   

3329 ﾌﾙﾃｯｸ フルテック(株) 

北海道札幌市中央区大通東三丁目 4 番地の 3 

代表取締役 古野 重幸 011-222-3572 011-232-8838 

岩手県盛岡市南仙北二丁目 9 番 10 号 

支店長 坂田 康之 019-635-5186 019-635-2418 

電気機器 分煙機 その他 駐輪ラック                     

委託 自動ドア、分煙機 修繕 自動ドア、電気機器、

分煙機                     

3053 ﾌﾞﾝｶｷｷﾞｮｳ 文化企業(株) 

岩手県盛岡市上鹿妻稲荷場 44 番地 

代表取締役 関根 信 019-659-3210 019-658-0990 

委託 浄化槽清掃、下水道管渠清掃（清掃から収集・

運搬まで）、側溝排水路清掃、公園・道路等清掃、排

水詰まり清掃 委託 下水処理施設、浄化槽 委託 一
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 般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・運搬）、

汚泥                   

3190 ﾌﾞﾝｶｼｬｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ 文化シャッターサービス(株) 

東京都豊島区西巣鴨四丁目 14 番 5 号 

代表取締役 中島 省吾 03-5980-3160 03-5980-3168 

宮城県仙台市若林区荒井東 2-3-8 

支店長 代 博之 022-287-1488 022-352-1680 

委託 各種ｼｬｯﾀｰ保守点検                       

3231 ﾌﾞﾝﾘﾝｼｮｳｶｲ (有)文林商会 

岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢 7 番地 59 

代表取締役 吉田 良一 0191-21-1119 0191-21-1118 

岩手県盛岡市好摩字夏間木 83 番地 122 

所長 佐藤 智子 019-682-0800 019-682-0810 

消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、消防訓練服、

避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、非常食、作

業服一式 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、

消火器、ﾎｰｽ乾燥塔 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、消防ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ積載車 機械器具 発電機 電気機器 交通安全教

室用信号機               

修繕 消防・保安器材                       

3160 ﾎｳｺｳｴﾝ (有)豊香園 

岩手県盛岡市本町通二丁目 5 番 10 号 

代表取締役 藤村 尚樹 019-622-3866 019-622-3917 

 

その他 苗木・生花・種子等、鉢・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ等、ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹｯﾄ類                       

委託 公園・道路等清掃                       

3047 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ (株)ボーダーリンク 

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目 16 番地 1 ACROSS 8 階 

代表取締役 安井 康真 048-631-0230 048-642-8620 

 

委託 人材派遣、筆耕・翻訳、ＡＬＴ派遣                       

3212 ﾎｰﾁｷ ホーチキ(株) 

東京都品川区上大崎二丁目 10 番 43 号 

代表取締役社長 山形 明夫 03-3444-4111 03-3444-6090 

岩手県盛岡市本宮一丁目 2 番 3 号 

所長 樋口 喜禎 019-635-5444 019-635-5445 

消防・保安器材 避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報

器 消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消火器 電気機器 

放送設備 機械器具 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備機器                 

委託 放送機器、通信機器、消防用設備                       

3108 ﾎｰﾌﾟ (株)ホープ 

福岡県福岡市中央区薬院一丁目 14 番 5 号 MG 薬院ビル 

代表取締役 時津 孝康 092-716-1404 092-716-1467 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 電力                       

委託 広告・宣伝 借入れ 広告付設置型授乳室                     

3180 ﾎｸﾄｳ (株)ほくとう 

青森県八戸市北インター工業団地三丁目 2 番 80 号 

代表取締役 川村 雄藏 0178-21-1513 0178-21-1514 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 10 地割 505-1 

支店長 鈴木 勇一 019-637-5811 019-637-5813 

機械器具 建設機械                       

借入れ 特殊車両・建設機械、複写機、暖房用器具、

自動車・ﾊﾞｽ                       

3039 ﾎｸﾄﾓﾊﾞｲﾙ (有)北都モバイル 

岩手県一関市赤萩字亀田 116 番地 6 

代表取締役 佐藤 丹美子 0191-48-5826 0191-48-5827 

 

機械器具 無線機器                       

委託 無線設備等保守点検業務 委託 防災行政無線

設備設計・情報通信設備設計                     

3305 ﾎｼｲﾘｮｳｻﾝｷ （株）星医療酸器 

東京都足立区入谷七丁目 11 番 18 号 

代表取締役 星 幸男 03-3899-2101 03-3899-2333 

岩手県盛岡市東山 1-17-18 

所長 大塚 治 019-601-9601 019-601-9602 

医療用機器 医療機器 医療用機器 医療用備品、車い

す、介護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、自

動体外式除細動器 薬品 医療用薬品、医療ｶﾞｽ 写真

・光学機器 顕微鏡                 

委託 医療用機器、酸素濃縮装置、医療ｶﾞｽ設備 修繕 

医療用機器、医療ｶﾞｽ設備                     

3236 ﾎｼｻﾞｷﾄｳﾎｸ ホシザキ東北(株) 

宮城県仙台市青葉区昭和町 2 番 38 号 

代表取締役 丸山 暁 022-728-9511 022-728-9513 

岩手県盛岡市北飯岡二丁目 1 番 17 号 

所長 佐藤 巨樹 019-656-5676 019-635-2301 

厨房機器 業務用厨房機器 その他 食料品                     

修繕 厨房機器                       

3102 ﾎｿﾀﾞﾃﾞﾝｷｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ (株)細田電気管理事務所 

岩手県滝沢市狼久保 1084 番地 1 

委託 自家用電気工作物                       
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代表取締役 細田 孝高 019-688-4857 019-688-4858 

 

3159 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図(株) 

北海道旭川市台場一条二丁目 1 番 6 号 

代表取締役 小林 毅一 0166-61-5531 0166-61-3300 

岩手県盛岡市内丸 16-15 内丸ビル 

支店長 山崎 浩資 019-652-3101 019-652-3140 

印刷・製本 地図調製                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 印刷物の企画編集                     

3388 ﾏｲｸﾛｲﾜﾃ (株)マイクロ岩手 

岩手県盛岡市みたけ三丁目 11-1 

代表取締役 中川 一 019-643-8481 019-605-2010 

岩手県盛岡市みたけ三丁目 11-1 

営業課長 佐藤 亮 019-643-8481 019-605-2010 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数出版）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ、ｼﾙｸ印刷、T ｼｬﾂ、のぼり、横断幕等 印刷・製

本 青焼・コピー 印刷・製本 製本                   

委託 地域情報ｻｲﾄへの行政情報掲載                       

3387 ﾏｲﾝﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ (有)マインドメンテナンス 

岩手県盛岡市西見前 14 地割 143 

代表取締役 横沢 拓実 019-639-7288 019-672-1164 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消火器、格納箱 消防

・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災

警報器、非常食、ﾊﾞｯﾃﾘｰ                     

委託 消防用設備 修繕 消防・保安器材                     

3348 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ (株)前川製作所 

東京都江東区牡丹三丁目 14 番 15 号 

代表取締役社長 前川 真 03-3642-8181 03-3643-7094 

 

機械器具 冷凍冷蔵冷却設備・融雪設備用 冷凍機                       

委託 冷暖房機器、冷凍冷蔵冷却設備・融雪設備 修

繕 冷凍冷蔵冷却設備・融雪設備                     

3410 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 前田製管(株) 

山形県酒田市上本町 6 番 7 号 

代表取締役 前田 直之 0234-23-5111 0234-24-7002 

岩手県奥州市水沢佐倉河字中ノ町 13 

支店長 鈴木 道則 0197-25-6211 0197-24-7532 

建設資材 道路資材、人孔口環及び蓋、落蓋式Ｕ字側

溝及び蓋、ﾋｭｰﾑ管                       

 

3202 ﾏｻｷｺｳｷﾞｮｳ 柾木工業(株) 

大阪府大阪市此花区梅町二丁目 2 番 25 号 

代表取締役 柾木 隆弘 06-6464-2300 06-6464-2302 

東京都千代田区内幸町 1 丁目 3 番 3 号内幸町町ﾀﾞｲﾋﾞﾙ 803 

支店長 山崎 慶祐 03-6206-6900 03-6206-6901 

委託 下水処理施設 委託 下水道処理施設維持管理                     

3177 ﾏﾂｼﾀｾｯｹｲ (株)松下設計 

埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目 8 番 12 号 

代表取締役 松下 充孝 048-840-4118 048-840-4103 

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 1 番 8 号 

支社長 本田 彰 022-217-4018 022-217-4128 

委託 調査・統計、計画・策定業務                       

3007 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ (株)松村電機製作所 

東京都文京区根津二丁目 12 番 1 号 

代表取締役 松村 秀一 03-3821-6169 03-5685-3144 

岩手県盛岡市中央通 1-9-11 CUBE 映画館通りビル 

所長 土田 浩二 019-656-1588 019-656-1589 

電気機器 舞台照明設備                       

委託 舞台音響・照明・機構設備                       

3359 ﾏﾙｹｲﾃﾞﾝｷﾞｮｳ (株)丸恵電業 

岩手県岩手郡雫石町御明神赤渕 108 番地 3 

代表取締役 小志戸前 惠悟 019-692-0194 019-692-1269 

 

電気機器 放送設備、舞台照明設備、空調設備、蓄電

池 機械器具 電動工具、ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、除雪機                     

委託 舞台音響・照明・機構設備、自家用電気工作物、

除雪・排雪                       

3248 ﾏﾙﾓﾂｳｼﾝｼｮｳｼﾞ マルモ通信商事(株) 

岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢 7 番地の 2 

代表取締役 菊地 弘樹 0197-35-5511 0197-35-5516 

 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ﾌﾟ

ﾘﾝﾀｰ、ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器全般 機械器具 無線機器、電話

機器、通信機器全般 電気機器 放送設備、音響設備

全般                   

委託 通報層設備の保守 委託 電波障害・測定、地上

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ波受信調査・測定                     

3277 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 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 

代表取締役社長 後 淳也 0776-67-8005 0776-67-8024 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 印刷・

製本 一般印刷                     

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 借入れ 
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 OA 機器、ｿﾌﾄｳｪｱ                   

3147 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ (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 

代表取締役 髙橋 豊 0198-23-5321 0198-22-2104 

岩手県岩手郡雫石町柿木 153 番地 

店長 上川原 寛昭 019-692-3023 019-691-1026 

車両 ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾄﾗｸﾀｰ、ｺﾝﾊﾞｲﾝ 車両 普通自動車、

軽自動車、軽四輪ﾄﾗｯｸ 機械器具 農林業用機械 機

械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ、除雪機、ﾄﾞﾛｰﾝ、草刈機 機械器具 建

設機械 その他 園芸ﾊｳｽ資材 薬品 肥料、農薬 計

測実験検査機器 測定機器         

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械                       

3094 ﾐﾁﾉｸｻｰﾋﾞｽ みちのくサービス(株) 

宮城県仙台市青葉区中央一丁目 6 番 35 号 

代表取締役 宮本 薫明 022-712-2920 022-712-2922 

 

その他 ごみ焼却施設関連部品                       

委託 ごみ焼却施設 修繕 ごみ焼却施設の修繕 委

託 ごみ焼却炉内の清掃                   

3417 ﾐﾁﾉｸｼﾞﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲｷｻｰﾋﾞｽ みちのく自動販売機サービス(株) 

岩手県花巻市東宮野目 13 地割 111 番地 2 

代表取締役社長 日景 司 019-611-0700 019-611-0710 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目 4-21 

所長 古川 武 019-614-9551 019-614-9557 

事務用品 利用券及び食券用券売機 事務用品 券売

機用ﾛｰﾙ紙                     

 

3408 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｸﾚｼﾞｯﾄ 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 

代表取締役 深山 庸 03-5496-9255 03-5496-9926 

宮城県仙台市青葉区花京院一丁目 1 番 20 号 

支店長 赤井 裕 022-216-4671 022-216-4679 

借入れ 複写機、事務機器等 借入れ 自動車、二輪、

四輪等 借入れ 医療機器等 借入れ その他                 

3097 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三菱電機プラントエンジニア

リング(株) 

東京都台東区東上野五丁目 24 番 8 号 

代表取締役 畑辺 健 03-5827-6480 03-5827-6310 

宮城県仙台市青葉区花京院一丁目 1 番 20 号 

支社長 長井 正和 022-216-4700 022-224-2364 

委託 自家用電気工作物、受変電設備、通信設備                       

3406 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｲﾜﾃ ミドリ安全岩手(株) 

岩手県盛岡市西仙北一丁目 18 番地 24 

代表取締役 服部 裕二 019-681-2065 019-681-2075 

 

繊維・ｺﾞﾑ類 事務服、制服・制帽、作業服、防寒服、

調理服 繊維・ｺﾞﾑ類 安全靴、ｺﾞﾑ長靴、雨衣、紳士

靴 消防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、防火衣、半てん、消防訓

練服 その他 食料品 医療用機械 自動体外式除細

動器               

 

3087 ﾐﾅﾐ (株)ミナミ 

岩手県九戸郡軽米町大字晴山第 27 地割 12 番地 2 

代表取締役 南 由香 0195-47-2870 0195-47-2546 

 

委託 産業廃棄物(運送・運搬)、汚泥、産業廃棄物(処

理)                       

3394 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ヤンマー(株) 

宮城県石巻市松並一丁目 14 番 5 号 

代表取締役 浅野 亨 0225-93-2121 0225-93-6745 

岩手県盛岡市津志田 27 地割 1 番地 1 

所長 阿部 達矢 019-601-7521 019-601-7528 

機械器具 発電機                       

委託 消防用設備、自家用電気工作物                       

3228 ﾐﾔｺﾞﾊﾞｽ 三八五バス(株) 

青森県八戸市江陽二丁目 18 番 37 号 

代表取締役 新井山 長吉 0178-24-3331 0178-44-6018 

岩手県滝沢市大釜中道 76 

所長 熊谷 孝幸 019-684-6161 019-684-2887 

その他 JR 券、航空券                       

委託 バス運行                       

3149 ﾑｻｼ (株)ムサシ 

東京都中央区銀座八丁目 20 番 36 号 

代表取締役 羽鳥 雅孝 03-3546-7711 03-3546-7832 

宮城県仙台市青葉区本町 1-11-2 

支店長 菊地 貴志 022-796-2101 022-265-5731 

その他 選挙用品                       

委託 電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ                       

3425 ﾑﾂﾐｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ むつみ造園土木(株) その他 苗木・生花・種子等 薬品 除草剤、殺そ剤                     
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秋田県秋田市山王五丁目 13 番 3 号 

代表取締役 佐々木 創太 018-863-2011 018-864-1316 

岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢 40-2 

営業所長 倉部 清彦 019-676-4488 019-676-4431 

委託 草刈・剪定                       

3272 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ 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 

代表取締役社長 中村 靖 03-6853-7300 03-6853-8710 

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 9 番 1 号 仙台トラストタワー 

部長 伊藤 克美 022-225-5354 022-211-0936 

電気機器 上下水道、一般廃棄物処理施設向 機械器

具 上下水道、一般廃棄物処理施設向 機械器具 上下

水道、一般廃棄物処理施設向 薬品 工業用薬品、水

処理薬品                 

委託 下水処理施設、粗大ごみ処理施設、自家用電気

工作物、水道施設、ごみ焼却施設 修繕 測量・測定

機器、電気機器、下水処理施設修繕、上下水道用機器 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、上下水道、一般

廃棄物処理施設向情報処理業務                   

3220 ﾒﾃﾞｨｱｸﾙｰ (株)メディアクルー 

岩手県盛岡市本町通二丁目 13 番 49 号 

代表取締役社長 吉田 幸一 019-621-4500 019-621-4504 

 

機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼ

ﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関連制

作・管理業務 委託 広告・宣伝、印刷物の企画編集、

電子ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、映像・記録 借入れ OA 機器、ｻｰﾊﾞｰ

機器等のﾚﾝﾀﾙ                   

3240 ﾒﾃﾞｨｾｵ (株)メディセオ 

東京都中央区八重洲二丁目 7 番 15 号 

代表取締役社長 長福 恭弘 03-3517-5050 03-3517-5011 

岩手県花巻市二枚橋第 5 地割 6 番 26 号 

支店長 本間 平 0198-26-0552 0198-26-0567 

薬品 医療用薬品、ﾜｸﾁﾝ 薬品 検査試薬 医療用機器 

医療機器 医療用機器 診療器具、診療材料・診療用

品、介護用品 医療用機器 医療用備品、車いす、介

護用備品、ﾘﾊﾋﾞﾘ用備品、感染症対策用品、自動体外

式除細動器 事務用品 電子複写機、ﾚｼﾞｽﾀｰ 繊維・

ｺﾞﾑ類 白衣・ﾅｰｽｳｪｱ           

借入れ 複写機、空気清浄機、医療機器                       

3416 ﾓﾘ (株)森 

岩手県盛岡市本宮字小林 33 番地 3 

代表取締役 森 英記 019-635-3511 019-634-1064 

 

その他 肥料                       

 

3432 ﾓﾘｵｶｲｽｽﾞﾓｰﾀｰ 盛岡いすゞモーター（株） 

岩手県盛岡市三本柳 1 地割 24 番地 

代表取締役 金子 榮也 019-638-1011 019-638-3577 

 

車両 普通自動車、ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ 車両 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車、

除雪車、ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、救急自動車 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、

潤滑油等                   

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械 売払い 一般車

両、特殊車両・建設機械                     

3077 ﾓﾘｵｶｼﾞｮｳｶｿｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ (有)盛岡浄化槽管理センター 

岩手県盛岡市上鹿妻稲荷場 44 番地 

代表取締役 関根 隆子 019-659-3222 019-659-3220 

 

委託 浄化槽 修繕 浄化槽機器類の修繕                     

3143 ﾓﾘｵｶｼｮｳﾎﾞｳｾﾂﾋﾞﾃﾝｹﾝｾﾝﾀｰ (有)盛岡消防設備点検センター 

岩手県盛岡市厨川五丁目 1 番 39 号 

代表取締役 矢羽々 龍篤 019-681-7277 019-681-7278 

 

消防・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、消火器 消

防・保安器材 ﾍﾙﾒｯﾄ、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火

災警報器、非常食                     

委託 消防用設備                       

3401 ﾓﾘｵｶｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 盛岡スポーツ施設(株) 

岩手県盛岡市月が丘三丁目 39 番 5 号 

代表取締役 上関 洋   

 

建設資材 砂・砂利・砕石、土（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｻﾝﾄﾞ） ｽﾎﾟｰ

ﾂ用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品全般、整備用品の販売                     

修繕 運動施設の修繕・整備・管理 委託 草刈・剪

定 委託 公園・道路等清掃                   

3211 ﾓﾘｵｶｾｲｿｳｾﾝﾀｰ (株)盛岡清掃センター 

岩手県盛岡市手代森 19 地割 19 番地 

代表取締役 石川 睜子 019-696-4502 019-696-4501 

 

委託 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物（運送・

運搬）、破砕可燃物（運搬）、汚泥（運搬）                       

3016 ﾓﾘｵｶﾆｯﾀﾝ 盛岡ニッタン(株) 

岩手県盛岡市中屋敷町 3 番 27 号 

代表取締役 齊藤 久昭 019-641-1745 019-641-9958 

電気機器 放送設備、舞台音響設備、映像設備 消防

・保安器材 消防用ﾎｰｽ類、消火器 消防・保安器材 ﾍ

ﾙﾒｯﾄ、避難器具、ｶﾞｽもれ警報器、火災警報器、非常
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 食                   

委託 放送機器、通信機器、消防用設備 修繕 消防・

保安器材                     

3448 ﾓﾘｵｶﾘﾝｼｮｳｹﾝｻｾﾝﾀｰ （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 

代表取締役 小田島 修司 019-639-9211 019-639-3631 

 

医療用機器 診療材料・診療用品                       

委託 臨床検査、腸内細菌検査、食品細菌等                       

3325 ﾔﾏｸﾞﾁﾎｸｼｭｳｲﾝｻﾂ 山口北州印刷(株) 

岩手県盛岡市青山四丁目 10 番 5 号 

代表取締役社長 今本 徹 019-641-0585 019-648-1020 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ 印刷・製本 製本 その他 看板                   

委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 データ入力業務                     

3091 ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ (株)大和速記情報センター 

東京都港区新橋五丁目 13 番 1 号 

代表取締役 津田 健司 03-5776-1155 03-3434-1875 

 

委託 筆耕・翻訳 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力作

業                     

3129 ﾔﾏﾓﾄ (株)ヤマモト 

静岡県富士宮市山宮 2344 番地 

代表取締役 山本 文洋 0544-58-1780 0544-58-1781 

 

委託 斎場の残灰及び残骨灰処理                       

3060 ﾔﾏﾖ (株)山與 

岩手県盛岡市城西町 13 番 77 号 

代表取締役社長 髙橋 良一 019-653-1221 019-653-1229 

 

建設資材 砂・砂利・砕石                       

委託 冷暖房機器、水道施設 委託 産業廃棄物（運送

・運搬）                     

3237 ﾕｳｹｲｶｸｼﾞﾑｼｮ (株)邑計画事務所 

岩手県盛岡市下ノ橋町 7 番 36 号 

代表取締役 吉田 基 019-653-1058 019-653-1056 

 

委託 調査・統計 委託 催事企画運営 委託 筆耕、

翻訳 委託 ﾃﾞｰﾀ入力業務                 

3026 ﾕｰﾃﾞｨｰﾄﾗｯｸｽｲﾜﾃ ＵＤトラックス岩手(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字高田第 15 地割 101 番地 

代表取締役 藤澤 千孝 019-697-7313 019-611-1070 

 

車両 ﾄﾗｯｸ 車両 除雪車                     

修繕 一般車両、特殊車両・建設機械                       

3246 ﾕｳﾃﾞﾝｼｬ (株)有電社 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-8 

代表取締役 横田 薫 03-5367-6001 03-5367-6055 

岩手県盛岡市緑が丘 3-1-32 

支店長 三浦 裕康 019-663-7101 019-661-7759 

機械器具 無線機器、電話機器 電気機器 放送設備、

空調設備、蓄電池、映像設備                     

委託 放送機器、通信機器、舞台音響・照明・機構設

備、自家用電気工作物 修繕 無線電話機器、電気機

器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器                     

3135 ﾕﾆｵﾝｺｳｹﾝ ユニオン広研(株) 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目 8 番 5 号 

代表取締役 村山 七重 019-637-2246 019-637-2248 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目 8 番 5 号 

専務取締役 村山 出 019-637-2246 019-637-2248 

事務用品 文房具全般、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ印刷 その他 徽章、

ﾄﾛﾌｨｰ・盾、旗、記念品 日用雑貨 日用雑貨、ﾎﾟｹｯﾄﾃ

ｨｯｼｭ その他 ｷﾞﾌﾄ一般、ｱｸﾘﾙ製表彰状、名入れ販促

品 日用雑貨 うちわ 印刷・製本 ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、袋類 

印刷・製本 名入れカレンダー 繊維・ｺﾞﾑ類 名入れ

ﾀｵﾙ その他 横断幕、ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾙ その他 染物     

 

3072 ﾖｳｺｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 陽光ビルサービス(株) 

宮城県仙台市青葉区上杉二丁目 3 番 7 号 

代表取締役 小山 正俊 022-265-5841 022-265-5786 

宮城県仙台市青葉区上杉二丁目 3 番 7 号 

課長 工藤 和仁 022-256-5787 022-256-5786 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、オイルタンク清

掃、浄化槽清掃、下水道管渠清掃(清掃から収集・運

搬まで)、側溝排水路清掃、公園・道路等清掃、排水

詰まり清掃 委託 冷暖房機器、体育施設、消防用設

備、浄化槽、草刈・剪定 委託 ねずみ・昆虫等防除 

委託 巡回                 

3260 ﾖｼﾀﾞｲﾝｻﾂ (株)吉田印刷 

岩手県盛岡市名須川町 23 番 27 号 

代表取締役 吉田 成裕 019-625-2323 019-622-1377 

 

印刷・製本 一般印刷、DTP（少部数印刷）、ｼｰﾙ・ｽﾃ

ｯｶｰ                       
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3049 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ (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 

代表取締役 戸田 その子 03-3288-0099 03-3288-0097 

 

印刷・製本 一般印刷、その他 教材教具 一般図書 

スポーツ用品 スポーツ用品全般 日用雑貨 その他                 

 

3061 ﾗｲﾌﾃｯｸ ライフテック(株) 

岩手県盛岡市下飯岡 10 地割 174 番地 

代表取締役 佐々木 正博 019-681-3903 019-681-3904 

 

事務用品 ファクシミリ、デジタル印刷機、電子複写

機、紙折機、裁断機、シュレッダー、丁合い機 事務

用品 文房具全般 家具 家具、学校用机・椅子 教材

教具 教材、遊具、野外活動・体験用品 消防・保安

器材 非常食、防災・備蓄用品 医療用機器 医療機器 

医療用機器 診療器具、診療材料・診療用品、介護用

品 医療用機器 医療用備品、車いす、介護用備品、

リハビリ用備品、感染症対策用品、自動体外式除細動

器 繊維・ゴム類 暗幕、ブラインド 電気機器 ネッ

トワーク防犯カメラ 機械器具 トナーカートリッジ   

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ                       

3321 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン(株) 

東京都千代田区平河町一丁目 2 番 10 号 

代表取締役 吉武 祐一 03-3263-3811 03-3264-8672 

宮城県仙台市青葉区本町一丁目 12 番 30 号 

事務所長 黒川 朋広 022-716-0633 022-716-0636 

委託 ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 催事企画運営、調査・統

計、公告・宣伝、人材派遣                     

3389 ﾘｱｽｶﾝﾝｺｳ リアス観光(株) 

岩手県宮古市根市第 2 地割 34 番地 1 

代表取締役 大久保 誠 0193-62-7075 0193-62-8595 

 

委託 バス運行、貸切バス 借入れ 自動車・バス、貸

切バス 委託 旅行手配業務                   

3018 ﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ (有)リース工業 

岩手県滝沢市木賊川 474 番 1 

代表取締役 浦田 真一 019-688-6333 019-688-6332 

 

機械器具 建設機械 車両 ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 建設資材 物

置、簡易ﾄｲﾚ 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類                 

借入れ 特殊車両・建設機械、複写機、OA 機器、自動

車・ﾊﾞｽ 委託 建設機械特定自主検査                     

3398 ﾘｰﾄﾞｺﾅﾝ (株)リードコナン 

岩手県盛岡市下太田沢田 68-40 

代表取締役 伊東 晃郎 019-656-3600 019-656-3601 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 機械器具 無線

機器、電話機器 写真・光学機器 写真機類、映写機

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 事務用品 事務用紙類               

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作 

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、通信機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｼｽﾃﾑ 修繕 事務機器、複写機、写真・光学機器、印

刷機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 借入れ 複写機、OA 機器、ｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 委託 産業廃棄物(運送・運搬)               

3029 ﾘｸﾁﾛｳｽｲﾁｮｳｻ (株)リクチ漏水調査 

東京都新宿区中落合三丁目 21 番 2 号 

代表取締役 天野 知光 03-3954-9225 03-3954-9158 

宮城県仙台市青葉区国見 5 丁目 10 番 19 号 

所長 佐野 克俊 022-727-2745 022-727-2746 

委託 漏水調査                       

3239 ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ (株)リクルートライフスタイル 

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 

代表取締役社長 淺野 健 03-6835-1000 使用していない 

 

委託 公告・宣伝 委託 調査・統計 委託 印刷物の

企画編集 委託 映像・記録 委託 計画策定業務を

含むｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発 委託 

Facebook ﾍﾟｰｼﾞ作成など 委託 催事企画運営 委託 

研修関連業務       

3446 ﾘｹﾝﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ （株）理研分析センター 

山形県鶴岡市道形町 18 番 17 号 

代表取締役 菅原 幸司 0235-24-4427 0235-24-4429 

岩手県盛岡市松園一丁目 20 番 20 号 

所長 富樫 基 019-664-1182 019-664-1183 

委託 大気検査・環境検査、水質検査、放射能測定                       

3489 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン(株) 事務用品 ﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機、電子複写機、紙折
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東京都港区芝 3-8-2 

代表取締役 坂主 智弘 03-6837-8800 03-6673-4546 

岩手県盛岡市本宮 3-36-45 

部長 遠藤 徹 019-631-2211 019-631-3166 

機、ﾚｼﾞｽﾀｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅ

ﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟ

ﾘﾝﾀｰ 機械器具 無線機器、電話機器 写真・光学機

器 写真機類、映写機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 事務用品 事務用

紙類 電気機器 空調設備、LED 燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 

電力 家具 家具、学校用机・椅子、ｽﾁｰﾙ製品・什器 

電気機器 家庭用電気機器 医療用機器  医療機器 

医療用機器 介護用品 医療用機器 介護用備品 

委託 複写機・ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器、通信機器、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ 借入れ 複写機、OA 機器、家具、病院

用寝具・ｶｰﾃﾝ、分煙機器、空気清浄機 修繕 事務機

器、複写機、写真・光学機器、印刷機器、無線電話機

器、電気機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器 委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、

ﾃﾞｰﾀ入力業務                 

3344 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース(株) 

東京都江東区東雲一丁目 7 番 12 号 

代表取締役 瀬川 大介 03-6204-0700 03-6204-0701 

宮城県仙台市青葉区中央 4 丁目 6-1 

支社長 岩田 克一 022-225-2412 022-264-4996 

借入れ 複写機、OA 機器、暖房用器具、自動車・ﾊﾞｽ、

医療機器                       

3279 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学(株) 

大阪府大阪市北区南森町一丁目 4 番 10 号 

代表取締役 岩﨑 文雄 06-6365-0691 06-6365-0632 

岩手県盛岡市本宮三丁目 51 番 2-201 号 

所長 阿部 和友 019-656-4577 019-656-4578 

委託 浄水施設設備機器保守点検                       

3056 ﾘｽｲｺｳｷﾞｮｳ (株)理水興業 

岩手県花巻市星が丘二丁目 16 番 12 号 

代表取締役社長 今野 秀實 0198-23-5395 0198-24-7139 

 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、汚泥、医療用廃棄物

（運送・運搬）、産業廃棄物（処理） 委託 飲料水貯

水槽清掃、ｵｲﾙﾀﾝｸ清掃、下水道管渠清掃（清掃から収

集・運搬まで） 委託 下水処理施設、浄化槽                   

3434 ﾘｮｳﾒｲﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 菱明三菱電機機器販売（株） 

秋田県秋田市旭北寺町 1 番 2 号 

取締役社長 寳田 謙一 018-862-5511 018-865-1099 

 

電気機器 空調設備、冷凍冷蔵設備、蓄電池、映像設

備、照明器具 機械器具 無線機器、監視カメラ 厨

房機器 業務用厨房機器 機械器具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、

周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                 

委託 冷暖房機器、通信機器、昇降機類、自家用電気

工作物                       

3341 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ (株)レンタルのニッケン 

東京都千代田区永田町二丁目 14 番 2 号 

代表取締役 村山 雅彦 03-5512-7311 03-5512-7548 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 5 地割 324 

所長 根本 健太郎 019-698-2001 019-611-2175 

機械器具 建設機械 機械器具 電動工具、溶接機、ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ、発電機、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、洗浄機、除雪機 機械器

具 農林業用機械 車両 普通自動車、軽自動車、軽四

輪ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸ 車両 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾄﾗｸﾀｰ、

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、高所作業車 計測実験検査機器 測量機

器、測定機器             

委託 催事企画運営 借入れ 特殊車両・建設機械、複

写機、OA 機器、自動車・ﾊﾞｽ、仮設建築物、工作機械、

発電機、ｲﾍﾞﾝﾄ用品等                     

3308 ﾛｸﾔｼｮｳﾃﾝ (有)六弥商店 

岩手県岩手郡雫石町西安庭第 15 地割 81 番地 29 

代表取締役 髙橋 秀樹 019-692-3056 019-692-5253 

 

燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・混合油、ｵｲﾙ 燃料

・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 Ａ重油、灯油 車両 ｶｰ用品、ﾀｲﾔ類、

ﾊﾞｯﾃﾘｰ                   

 

3427 ﾜｲｼｰｼｰｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ (株)ＹＣＣ情報システム 

山形県山形市松波四丁目 5 番 12 号 

代表取締役 朝井 正夫 023-641-4667 023-641-8095 

 

機械器具 大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ｿﾌﾄ、周辺機

器、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ID ｶｰﾄﾞ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ                       

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力業務 委託 複写機・

ﾌｧｸｼﾐﾘ、OA 機器、印刷機器、通信機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃ

ﾑ 借入れ OA 機器                   

3192 ﾜｲｽﾞｺｳｷｮｳﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ ワイズ公共データシステム(株) 

長野県長野市田町 2120-1 

委託 ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発、ﾃﾞｰﾀ入力                       
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代表取締役 松村 清 026-232-1145 026-232-1190 

 

3353 ﾜｲｽﾞﾏﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (株)ワイズマンコンサルティング 

岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 9 番 1 号 

代表取締役 松浦 千尋 019-621-5255 019-621-5256 

 

委託 調査・統計、各種計画策定                       

3059 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア(株) 

京都府綴喜郡井出町大字多賀小字茶臼塚 12 番地の 2 

代表取締役 村田 清和 075-361-4130 075-361-9060 

岩手県盛岡市中太田泉田 66-11 

所長 望月 三男 019-656-3488 019-659-0551 

繊維・ゴム類 寝具、カーテン、ブラインド 繊維・

ゴム類 事務服、制服・制帽、作業服、調理服、白衣 

医療用機器 医療用備品、車いす、介護用備品、感染

症対策用品 医療用機器 介護用品 家具 家具 厨

房機器 業務用厨房機器 厨房機器 食器           

借入れ 病院用寝具・カーテン、白衣 委託 クリーニ

ング 委託 建物清掃                   

3223 ﾜﾀﾅﾍﾞｾｲｻｸｼｮ (有)渡辺製作所 

岩手県滝沢市鵜飼洞畑 96 番地 1 

代表取締役 渡辺 明 019-684-2276 019-684-2596 

 

その他 案内板、看板、横断幕、金属・ｶﾙﾌﾟのﾁｬﾝﾈﾙ文

字 印刷・製本 ｼｰﾙ・ｽﾃｯｶｰ、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ大版印刷 車

両 車両ﾏｰｷﾝｸﾞ                   

委託 看板点検 修繕 看板修繕                     

 


