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整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3493 ﾅｶﾞｵｼｮｳﾃﾝ (有)長尾商店 

岩手県滝沢市上中村１番４６ 

代表取締役 長尾 昭二 019-688-1175 019-688-7779 

売払い 金属くず、一般車両、特殊車両・建設

機械                       

3494 ﾄｳｷｮｳﾃｯｺｳ 東京鐵鋼(株) 

栃木県小山市横倉新田５２０番地 

代表取締役 吉原 毎文 0285-27-4411 0285-31-1004 

青森県八戸市大字河原木字海岸４番地１１ 

環境リサイクル事業部長 佐々木 文雄 0178-28-6561 

0178-28-6565 

委託 産業廃棄物（処理）、医療用廃棄物（処

理）                       

3495 ｹｲｴｽｴｽ ＫＳＳ(株) 

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 

代表取締役 深澤 重幸 042-560-2042 042-560-2273 

家具 家具、学校机・椅子、舞台用具、その他                       

委託 その他 修繕 家具、その他                     

3496 ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬｶｲｳﾝｺｳｷﾞｮｳ (有)開運興業 

岩手県盛岡市大通三丁目９番１９号 

代表取締役 古舘 徳男 019-651-5326 019-623-6985 

委託 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物

（運送・運搬）、汚泥、廃タイヤ、医療用廃棄

物（運送・運搬）、一般廃棄物（処理）、産業

廃棄物（処理）、医療用廃棄物（処理）、その

他                       

3497 ｱｰﾑｻｰﾋﾞｽ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (有)アームサービス・エン

ジニアリング 

岩手県盛岡市津志田中央三丁目１３番１６号 

代表取締役 高村 幸祐 019-639-2220 019-639-2221 

電気機器 家庭用電気機器 電気機器 空調設

備                     

3498 ｱｸｾﾙ (株)アクセル 

岩手県盛岡市東安庭三丁目１番４９号 

代表取締役 高田 諭 019-654-8778 019-654-8791 

その他 自動販売機（飲料等）                       

3499 ﾄｰｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ (株)トーセイメディカル 

岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 

代表取締役 村井 聡 019-626-0711 019-626-0713 

岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 

代表取締役 村井 聡 019-626-0711 019-626-0713 

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、自動体外式除細動器                   

修繕 医療用機器 借入れ 医療機器                     

3500 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲﾘｮｳｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 北日本計量器(株) 

岩手県盛岡市みたけ六丁目１３番１７号 

代表取締役 照井良弘 019-641-4495 019-641-4496 

計測実験検査機器 はかり                       

修繕 その他                       

3501 ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ (株)バイタルネット 

宮城県仙台市青葉区大手町１番１号 

代表取締役社長 一條 武 022-266-4511 

022-266-3942 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２ 

支店長 千葉 満輝 019-638-8711 019-638-6194 

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、自動体外式除細動器 薬品 

医療用薬品、ワクチン                 

3502 ﾆｯｾｲｵｰﾊﾞﾙ 日精オーバル(株) 

東京都新宿区西新宿七丁目１６番７号 

代表取締役 見方 亮 03-3363-8981 03-3363-8932 

宮城県仙台市太白区南大野田２４番地４ 

仙台支店長 三井 世 022-246-0141 022-246-0150 

委託 その他                       

3503 ﾊｰﾌﾟ (株)ＨＡＲＰ 

札幌市中央区北一条西六丁目１番地２ 

代表取締役 駒崎 征明 011-221-5800 011-212-7082 

委託 システム・ソフト開発、その他                       

3504 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ソフトバンク(株) 

東京都港区東新橋一丁目９番１号 

代表取締役 今井 康之 03-6889-2699 03-4288-2613 

機械器具 その他 機械器具 無線機器、電話

機器、その他 機械器具 パーソナルコンピュ

ータ、周辺機器                   

委託 システム・ソフト開発、その他 委託 

通信機器 委託 広告・宣伝、その他 借入れ 

ＯＡ機器、その他                 

  



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3505 ｷｮｳﾜｾｷｭﾘｵﾝ キョウワセキュリオン(株) 

福島県福島市五月町３番１８号 

代表取締役 吾妻 拓 024-522-7525 024-522-7541 

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、その他                       

3506 ﾖｺﾊﾏｷﾝｿﾞｸｼｮｳｼﾞ 横浜金属商事(株) 

神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目５番２号 

代表取締役 比嘉 賢太郎 042-774-5481 

042-773-7266 

宮城県仙台市太白区秋保町長袋字上原１０－１ 

取締役 鈴木 大輔 022-226-7714 022-226-7724 

その他 その他                       

委託 その他                       

3507 ｺｽﾓﾋﾟｰｱｰﾙ (株)コスモピーアール 

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 

代表取締役 八重樫 信男 019-624-6890 

019-651-3013 

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企

画編集、映像・記録                       

3508 ｲﾜｾｼｶｼｮｳｶｲ (株)岩瀬歯科商会 

東京都台東区台東二丁目２３番７号 

代表取締役 加藤 大慶 03-3832-8241 03-3832-8242 

岩手県盛岡市上堂１－６－５ 

支店長 小澤 剛 019-648-2777 019-648-2778 

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、自動体外式除細動器 薬品 医療用薬品                 

3509 ﾑﾗｹﾞﾝ (株)村源 

岩手県盛岡市肴町６番２号 

代表取締役 村井 利昭 019-623-1211 019-653-3229 

薬品 医療用薬品、ワクチン 薬品 工業用薬

品 薬品 殺そ剤 薬品 検査試薬                 

3510 ｴﾈｯﾄ (株)エネット 

東京都港区芝公園二丁目６番３号 

代表取締役 川越 祐司 03-5733-2233 03-5733-2236 

燃料・エネルギー関係 電力                       

3511 ｼｮｳﾜ 昭和(株) 

東京都北区上中里一丁目１１番８号 

代表取締役 本島 哲也 03-5276-8777 03-5276-8787 

岩手県盛岡市長田町１－５ 

所長 吉田 泰次 019-623-2410 019-623-3026 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務 

委託 航空写真・ドローン空撮                     

3512 ﾄｳﾌﾞｷｷ 東武機器(株) 

宮城県仙台市青葉区落合一丁目１４番１６号 

代表取締役 辻 康男 022-392-5911 022-392-5986 

岩手県奥州市水沢三本木４番７号 

所長 佐々木 修 0197-22-6041 0197-22-6045 

車両 その他                       

3513 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ (株)グローバルステージ 

東京都港区芝一丁目１５番１４号 

代表取締役 高橋 祐一 03-6271-9560 03-6271-9561 

委託 建物清掃、公園・道路等清掃 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 自動ドア 

委託 大気検査・環境検査                 

3514 ﾄｳﾎｸﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ (有)東北リサイクリング 

岩手県盛岡市上米内字庄ヶ畑１２０番地 

代表取締役 浅賀 正 019-663-2320 019-663-2350 

売払い 金属くず                       

3515 ﾖﾂﾊﾞﾃｸﾉ (株)よつばテクノ 

岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 

代表取締役 山内 広則 019-646-5110 019-646-3331 

委託 冷暖房機器 修繕 冷暖房機器                     

3516 ﾅﾙｾｷｶｲ (株)成瀬器械 

岩手県盛岡市厨川一丁目１７番２号 

代表取締役 成瀬 敦理 019-648-8888 019-648-8889 

家具 学校机・椅子 計測実験検査機器 はか

り、その他 計測実験検査機器 測定機器、実

験機器、その他 計測実験検査機器 検査機

器、その他 写真・光学機器 写真機類、望遠

鏡・双眼鏡、顕微鏡、その他 薬品 工業用薬

品、その他 薬品 検査試薬、その他           

委託 その他 修繕 写真・光学機器、測量・

測定機器、その他                     

  



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3517 ﾀｲﾖｳﾃﾞﾝｷ 太陽電機(株) 

岩手県花巻市二枚橋第３地割１７１番地３ 

代表取締役 木立 洋隆 0198-26-2441 0198-26-5517 

岩手県花巻市二枚橋第３地割１７１番地３ 

所長 照井 克哉 0198-26-5511 0198-26-5517 

計測実験検査機器 測定機器 電気機器 家庭

用電気機器 電気機器 映像設備 機械器具 

電動工具 機械器具 無線機器 機械器具 パ

ーソナルコンピュータ、周辺機器             

3518 ﾋｮｳｼﾞﾄｳ 表示灯(株) 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 

代表取締役 上田 正剛 052-856-1511 052-856-1513 

岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 

支店長 佐藤 博之 019-654-2611 019-654-4505 

その他 案内板、看板、横断幕、その他                       

委託 広告・宣伝、その他                       

3519 ﾀﾞｽｷﾝﾓﾘｵｶ (株)ダスキン盛岡 

岩手県盛岡市上堂一丁目４番３６号 

代表取締役 佐藤 薫 019-641-3146 019-643-8849 

繊維・ゴム類 事務服、制服・制帽、作業服、

防寒服、調理服 医療用機器 介護用品 医療

用機器 車いす、介護用備品、リハビリ用備品 

その他 選挙用品 その他 テント、その他               

委託 催事企画運営 借入れ 家具、暖房用器

具、玄関マット、トイレ芳香剤、その他                     

3520 ｱﾍﾞﾄｳｼｬﾄﾞｳ (株)阿部謄写堂 

岩手県盛岡市本町通２丁目８番３７号 

代表取締役 阿部 陽一 019-623-2361 019-652-5655 

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 印刷・製本 製

本                     

委託 データ入力業務 委託 印刷物の企画編

集、電子ファイリング                     

3521 ｼﾓﾝ (株)四門 

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 

代表取締役 那波 市郎 03-3265-2859 03-3265-2879 

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 

支店長 田上 敏也 022-299-5507 022-299-5523 

委託 その他                       

3522 ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ (株)スマートバリュー 

大阪府大阪市西区靱本町ニ丁目３番２号 

代表取締役 渋谷 順 06-6448-8446 06-6448-8447 

大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 なにわ筋本町

ＭＩＤビル４階 

ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ 大脇 正人 06-6448-8446 

06-6448-8447 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 広告・宣伝                     

3523 ｲﾁﾌｼﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 一冨士フードサービス(株) 

大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 

代表取締役 山岡 直方 06-6458-8801 06-6458-3245 

宮城県仙台市宮城野区榴岡４－５－２２ 

北海道・東北支社長 藤岡 一郎 022-292-5585 

022-256-3021 

委託 調理業務                       

3524 ﾏｯｸｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ マックスエレベーター(株) 

岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号小山田第１ビル１

Ｆ 

代表取締役 古川 るり子 019-653-6015 

019-653-6021 

岩手県盛岡市本町通３丁目１８－８ 小山田第１ビル１

Ｆ 

営業課長 武藤 秀雅 019-653-6015 019-653-6021 

委託 昇降機類                       

3525 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾀｲｺｳｷﾞｮｳ (株)東北舞台工業 

宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上４０番地の１１ 

代表取締役 関本 隆 022-392-0684 022-392-0685 

委託 舞台音響・照明・機構設備                       

3526 ｸﾞﾝﾄｳｴｺﾛ 群桐エコロ(株) 

群馬県太田市新田大町６００番２６ 

代表取締役 山口 博 0276-55-0500 0276-55-0501 

委託 産業廃棄物（処理）、その他                       

  



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 
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受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3527 ﾄｳﾎｸﾖｳｷｺｳｷﾞｮｳ 東北容器工業(株) 

青森県八戸市北インター工業団地四丁目２番７号 

代表取締役 辻 啓史 0178-21-1400 0178-29-2730 

岩手県盛岡市羽場１０－１－５ 

所長 田畑 芳隆 019-637-5553 019-637-3188 

日用雑貨 日用雑貨                       

3528 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 一般財団法人日本環境衛生セ

ンター 

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 

理事長 南川 秀樹 044-288-4896 044-299-2294 

委託 その他 委託 その他                     

3529 ﾀﾆｻﾞﾜｾｲｻｸｼｮ (株)谷沢製作所 

東京都中央区新富二丁目８番１号 

代表取締役社長 谷澤 和彦 03-3552-5581 

03-3552-5576 

岩手県盛岡市月が丘１－２７－４５ エンジェルビル３

（ローマ数字の３） 

所長 小笠原 慎一 019-907-5086 019-907-5089 

消防・保安器材 ヘルメット                       

3530 ｽﾐﾄﾓｹﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ 住友建機販売(株) 

東京都品川区大崎二丁目１番１号 

代表取締役 数見 保暢 03-6737-2610 03-6866-5112 

岩手県盛岡市渋民字岩鼻２０－２１ 

支店長 長沼 亮 019-683-2069 019-683-1057 

車両 除雪車                       

修繕 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                   

3531 ｲﾜﾀﾞﾃﾃﾞﾝｷ 岩舘電気(株) 

岩手県盛岡市長田町２３番２７号 

代表取締役社長 平野 喜英 019-651-6666 

019-654-5802 

電気機器 家庭用電気機器、その他 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、その他 消防・保安器材 消

火器 消防・保安器材 ガス漏れ警報器、火災

警報器                 

委託 消防用設備、自家用電気工作物、その他 

修繕 消防・保安器材、電気機器                     

3532 ｼｰﾃｨｰｴｽ (株)シーティーエス 

長野県上田市古里１１５番地 

代表取締役 横島 泰蔵 0268-26-3700 0268-26-2102 

岩手県盛岡市中野１丁目２９－２９ 

支店長 立花 淳 019-624-0266 019-626-3277 

事務用品 デジタル印刷機、電子複写機 計測

実験検査機器 測量機器、測定機器 写真・光

学機器 その他 機械器具 大型コンピュー

タ、パーソナルコンピュータ、プリンター                 

借入れ 複写機、その他                       

3533 ﾀｶﾕｳ (有)高祐 

岩手県盛岡市八幡町４番２３号 

代表取締役 高橋 修市 019-651-9111  

売払い 金属くず、一般車両、特殊車両・建設

機械                       

3534 ﾓﾄｽﾍﾟｰｽ (株)モトスペース 

岩手県盛岡市新田町７番３２号 

代表取締役社長 武内 浩 019-645-1199 

019-645-1199 

機械器具 発電機、除雪機 車両 自動二輪車、

原動機付自転車 車両 タイヤ類                   

3535 ﾓﾘｵｶﾕﾆﾌｫｰﾑ (株)盛岡ユニフォーム 

岩手県滝沢市鵜飼細谷地３１番地１３ 

代表取締役 菊池 玲美子 019-687-2410 

019-687-2493 

繊維・ゴム類 事務服、制服・制帽、作業服、

防寒服、調理服、その他 繊維・ゴム類 雨衣、

ゴム長靴、安全靴 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                   

3536 ﾌｸｼｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ (株)フクシ・エンタープライズ 

東京都江東区大島一丁目９番８号 

代表取締役 福士 昌 03-3681-0294 03-3681-0299 

宮城県岩沼市桜二丁目８番２２号２０２ 

支店長 伊藤 光幸 0223-23-0535 0223-23-0536 

スポーツ用品 スポーツ用品全般                       

委託 受付・展示物案内                       

3537 ｺﾏﾂｿｳｺﾞｳｲﾝｻﾂ 小松総合印刷(株) 

岩手県盛岡市鉈屋町１５番４号 

代表取締役 小松 正美 019-624-1374 019-623-6719 

印刷・製本 一般印刷、ＤＴＰ（少部数出版）、

シール・ステッカー                       

委託 データ入力業務                       

  



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 
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受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3538 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳｺｸｼｬ (株)東日本朝日広告社 

宮城県仙台市青葉区本町二丁目２番６号 

代表取締役社長 菅原 勝朗 022-263-4576 

022-265-0728 

岩手県盛岡市中央通一丁目６番２０号 朝日新聞盛岡ビ

ル３階 

部長 佐藤 大輔 019-623-6475 019-654-3085 

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企

画編集                       

3539 ｲﾜﾃﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 岩手三菱自動車販売(株) 

岩手県盛岡市南仙北一丁目２４番８号 

代表取締役 千田 茂穂 019-634-1000 019-635-8487 

岩手県盛岡市南仙北一丁目２４番８号 

店長 金野 和也 019-634-1979 019-635-1150 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪トラック 

車両 カー用品、タイヤ類                     

修繕 一般車両                       

3540 ﾀｲｶﾞｰｽﾎﾟｰﾂ (有)タイガースポーツ 

岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番３号 

代表取締役社長 森澤 惠一 019-654-1587 

019-654-1289 

スポーツ用品 スポーツ用品全般                       

3541 ｾﾝﾂｳ (株)宣通 

愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 

代表取締役 津田 郁夫 052-979-1600 052-979-1601 

委託 広告・宣伝                       

3542 ﾆﾎﾝﾊｲｳｴｲｻｰﾋﾞｽ 日本ハイウエイ・サービス(株) 

東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 

代表取締役社長 舟久保 公雄 03-5325-5560 

03-5325-5575 

岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 

所長 長田 大 019-645-5859 019-647-8341 

建設資材 凍結防止剤                       

委託 建物清掃、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 除雪・排雪、

その他 委託 産業廃棄物（運送・運搬）、汚

泥 委託 その他                 

3543 ｱﾝｾﾞﾝﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 安全電業(株) 

岩手県盛岡市南仙北三丁目５番２８号 

代表取締役 佐々木 厳路 019-636-4030 

019-634-1186 

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、火災警報器                     

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

3544 ﾄﾞﾎﾞｸｶﾝﾘｿｳｺﾞｳｼｹﾝｼﾞｮ (株)土木管理総合試験所 

長野県長野市篠ノ井御幣川８７７番地１ 

代表取締役 下平 雄二 026-293-5677 026-293-6431 

岩手県盛岡市永井第１６地割７６番地１ 

支店長兼東北ブロック長 大井 芽 019-613-2877 

019-613-2878 

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

3545 ﾐﾂﾎﾞｼｼｮｳｶｲ (株)三ツ星商会 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３１５番 

代表取締役社長 佐々木 和彦 019-697-3333 

019-697-1100 

電気機器 家庭用電気機器、その他 電気機器 

舞台照明設備、空調設備、蓄電池、映像設備 

機械器具 電動工具、発電機 消防・保安器材 

消火器 消防・保安器材 火災警報器               

3546 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ イオンディライト(株) 

大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 

代表取締役社長 浜（旧字）田 和成 06-6260-5621 

06-6260-5651 

岩手県盛岡市本宮一丁目４番１５号 

岩手支店長 天野 洋 019-631-2811 019-631-2812 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 冷

暖房機器、消防用設備、自家用電気工作物、

その他 委託 ねずみ、昆虫等防除 修繕 冷

暖房機器、消防・保安器材、電気機器、その

他                 

3547 ﾀﾞｲｲﾁｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞｺｳｷﾞｮｳ (有)第一エンジニヤリン

グ工業 

岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 

代表取締役 山内 広則 019-648-5760 019-646-0850 

委託 冷暖房機器                       

3548 ｻﾃﾗ (有)サテラ 

盛岡市西青山三丁目１２番５号 

代表取締役 中村 英督 019-645-1525 019-645-1577 

消防・保安器材 消火器、その他 消防・保安

器材 避難器具、ガス漏れ警報器、火災警報器、

その他                     

委託 消防用設備 修繕 消防・保安器材                     
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3549 ﾆﾎﾝｶﾞﾝｶｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ (株)日本眼科医療センター 

仙台市泉区桂四丁目３３番地の３ 

代表取締役 郡山 知之 022-374-2226 022-374-2228 

医療用機器 医療機器                       

3550 ﾄｳｱﾘｰｽ 東亜リース(株) 

岩手県奥州市水沢工業団地一丁目１番地 

代表取締役 菊地信夫 019-637-8200 019-637-8201 

岩手県盛岡市湯沢十地割５９番地２２ 

次長 中村裕夫 019-637-8200 019-637-8201 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪トラック、

トラック 車両 除雪車、グレーダー、ショベ

ルローダー、トラクター、ブルドーザー                     

3551 ﾓﾘｵｶｺｳｲｷｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 盛岡広域森林組合 

岩手県盛岡市渋民字泉田３６０ 

代表理事組合長 伊藤 一治 019-601-6858 

019-601-6857 

委託 山林、草刈・剪定 売払い 立木                     

3552 ｲﾄｳｶﾞｯｷﾃﾝ (有)伊藤楽器店 

岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１２号 

代表取締役社長 伊藤賢二 019-624-3854 

019-624-3852 

教材教具 楽器                       

3553 ｷﾀﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳﾖｳ (株)北日本朝日航洋 

岩手県盛岡市門二丁目１番１号 

代表取締役 岩尾 哲二 019-651-5311 019-651-5316 

機械器具 パーソナルコンピュータ、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、データ入力業

務、その他 委託 航空写真・ドローン空撮                     

3554 ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝ 日本通運(株) 

東京都港区東新橋一丁目９番３号 

代表取締役社長 齋藤 充 03-6251-1111  

岩手県盛岡市前九年二丁目１３番５号 

支店長 別府 隆司 019-648-6611 019-648-6616 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、引越業                       

3555 ｱｻﾋﾈｵﾝ 旭ネオン(有) 

岩手県盛岡市神子田町１番３９号 

代表取締役 藤田 健一郎 019-622-6409 

019-651-7366 

その他 案内板、看板、横断幕、その他                       

3556 ｴﾑｲｰｻｲｴﾝｽ (株)エム・イー・サイエンス 

大阪府大阪市淀川区東三国四丁目１４番２４号 

代表取締役 瀬戸口 慶助 06-6394-6300 

06-6394-6449 

岩手県盛岡市中央通１丁目１２番７号 

所長 中村 恵一 019-651-7237 019-651-9937 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器、その

他 医療用機器 診療器具、診療材料・診療用

品、その他 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                   

借入れ 医療機器                       

3557 ｻｲﾎﾞｳ (株)サイボウ 

埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 

代表取締役 結城 剛 048-687-3131 048-687-2001 

宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２ ＧＭビル４Ｆ

－Ｃ号 

支店長 大場 浩 022-796-3144 022-393-4242 

消防・保安器材 消防用ホース類、消防ポン

プ、消火器 消防・保安器材 ヘルメット、避

難器具、ガス漏れ警報器、火災警報器、非常

食                     

委託 消防用設備                       

3558 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 東北電力(株) 

宮城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号 

取締役社長 社長執行役員 原田 宏哉 022-799-1241  

岩手県盛岡市紺屋町１番２５号 

執行役員 岩手支店長 近藤 一英 019-651-6621 

019-653-5981 

燃料・エネルギー関係 電力                       

3559 ﾏﾙﾓﾂｳｼﾝ (株)マルモ通信 

岩手県盛岡市門字真立１５１番地１０ 

代表取締役 仲口 眞二 019-613-9200 019-613-9211 

電気機器 放送設備、映像設備、その他 機械

器具 無線機器、電話機器 機械器具 パーソ

ナルコンピュータ、周辺機器、その他                   

委託 放送機器、通信機器                       
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3560 ﾅｶﾆﾜｿｸﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)中庭測量コンサルタント 

東京都大田区大森中一丁目２番２６号 

代表取締役社長 中庭 基雄 03-5753-3300 

03-5753-3735 

岩手県盛岡市厨川４－８－７ 

所長 朽木 秀夫 019-681-4560 019-681-4561 

印刷・製本 地図調製                       

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

3561 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｵｰｴﾑ 富士通エフ・オー・エム(株) 

東京都港区海岸一丁目１６番１号 

代表取締役社長 大森 康文 03-5401-8470  

岩手県盛岡市中央通３－１－２ 盛岡第一生命ビル５階 

所長 藤 理恵子 019-651-9820 019-651-9831 

教材教具 一般図書                       

委託 その他 委託 その他                     

3562 ｷﾝｾﾝ (株)近宣 

大阪府大阪市北区西天満六丁目２番１７号 

代表取締役社長 清水 勇宏 06-6312-0006 

06-6312-1116 

岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１６ 

所長 及川 博章 019-624-2602 019-624-2638 

委託 広告・宣伝、その他                       

3563 ﾐﾁﾉｸｷﾔﾝﾃｲｰﾝ みちのくキヤンテイーン(株) 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４番２１号 

代表取締役社長 外崎 達正 019-637-4711 

019-637-4680 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３ 

所長 平山 雄史 019-638-4561 019-637-1190 

その他 自動販売機（飲料等）                       

委託 建物清掃 借入れ 玄関マット、トイレ

芳香剤、キャビネットタオル、空気清浄機                     

3564 ｻｲﾊﾝ (有)再販 

岩手県盛岡市南仙北一丁目１３番６号 

代表取締役社長 西國 礼人 019-635-7176 

019-635-7180 

売払い 一般車両、特殊車両・建設機械、その

他                       

3565 ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚｲ フクシマガリレイ(株) 

大阪府大阪市西淀川区竹島二丁目６番１８号 

代表取締役社長 福島 裕 06-6477-2011 

06-6477-0755 

岩手県盛岡市本宮５丁目１３番１３号 

所長 鈴木 渉 019-631-2205 019-636-2663 

厨房機器 業務用厨房機器                       

3566 ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾞ ワールドウォーターバッグ(株) 

大阪府大阪市東住吉区今川一丁目６番２３号 

代表取締役 中村 俊夫 06-6713-7465 06-6713-7615 

消防・保安器材 その他                       

3567 ﾄｳﾎｸｷｮｸﾄｳｷｶｲ 東北極東機械(株) 

岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５３号 

代表取締役 上村 理 019-638-7241 019-638-7243 

委託 消防用設備、自家用電気工作物 修繕 

その他                     

3568 ｱｼｽﾄ アシスト(株) 

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 

代表取締役 西村 竹松 052-908-0020 052-908-0030 

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、データ入力業務 

委託 調査・統計、その他                     

3569 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ (有)バーデン 

千葉県旭市上永井８７５番地 

代表取締役 二階堂 貴之 0479-50-5065 

0479-50-5065 

その他 動物 その他 その他                     

3570 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業(株) 

東京都新宿区新宿一丁目８番５号新宿御苑室町ビル６階 

代表取締役社長 山本 裕 03-3341-2101 

03-3341-4426 

岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 

美和電気工業株式会社 北東北支店 取締役支店長 伊

藤 祐喜 019-619-8895 019-619-8898 

事務用品 事務用紙類、（紙類）その他 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 電気機器 蓄電池 機械

器具 その他               

委託 下水処理施設、水道施設 修繕 測量・

測定機器                     



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3571 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 三精工事サービス(株) 

大阪府豊中市上津島一丁目３番３号 

代表取締役 畑中 祐介 06-6866-3273 06-6866-3353 

東京都北区田端新町一丁目３１番２号２０１ 

取締役支店長 中島 康忠 03-5901-0015 

03-3895-0088 

家具 舞台用具 繊維・ゴム類 暗幕、その他                     

委託 舞台音響・照明・機構設備、昇降機類、

その他                       

3572 ﾌﾙｻﾄｺｳﾂｳ (株)ふるさと交通 

岩手県盛岡市手代森１６地割２１番地１ 

代表取締役 荒川 幸司 019-696-5742 019-696-3248 

委託 その他                       

3573 ﾁｮｳﾀﾞｲ (株)長大 

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 

代表取締役社長 永冶 泰司 03-3639-3301 

03-3639-3366 

岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号 

所長 庄司 敏彦 019-606-3555 019-606-3556 

委託 システム・ソフト開発 委託 調査・統

計                     

3574 ｺﾊﾞﾔｼﾈﾝﾘｮｳｾﾝﾀｰ (有)小林燃料センター 

岩手県岩手郡雫石町寺の下４３番地１５ 

代表取締役 小林 文子 019-692-2724 019-692-2714 

厨房機器 家庭用厨房機器、その他 厨房機器 

業務用厨房機器、ボイラー、その他 厨房機

器 厨房用品、その他 暖房機器 ストーブ・

ファンヒーター、ペレットストーブ、その他 

燃料・エネルギー関係 灯油、その他 燃料・

エネルギー関係 プロパンガス 電気機器 家

庭用電気機器、その他 電気機器 空調設備 

機械器具 ポンプ 消防・保安器材 消火器 

消防・保安器材 ガス漏れ警報器、火災警報

器、その他   

修繕 冷暖房機器、ボイラー、厨房機器                       

3575 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ (株)ＪＴＢ 

東京都品川区東品川二丁目３番１１号 

代表取締役社長 高橋 広行 03-5796-5822 

03-5796-5845 

岩手県盛岡市菜園１－１２－１８ 

支店長 有賀 義信 019-651-7474 019-623-4425 

委託 駐車場・駐輪場等整理（交通整理含む）、

受付・展示物案内 委託 バス運行、その他 

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・ドローン空撮、

映像・記録、筆耕、翻訳、その他                   

3576 ｷｮｳﾜﾌﾟﾛﾃｯｸ キョウワプロテック(株) 

福島県福島市五月町３番２０号 

代表取締役 吾妻 学 024-521-0911 024-523-1603 

岩手県盛岡市菜園１－３－６ 農林会館 

所長 大森 政彦 019-623-0911 019-652-7931 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 受

付・展示物案内 委託 消防用設備 委託 ね

ずみ、昆虫等防除                 

3577 ｽｽﾞｴｲﾝﾎﾞｳ スズエ印房 

岩手県盛岡市肴町４－３０ 

代表 鈴江慶策 019-622-2368 019-622-2368 

事務用品 印章                       

3578 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ (株)河合楽器製作所 

静岡県浜松市中区寺島町２００番地 

代表取締役 河合 弘隆 053-457-1314 053-457-1351 

岩手県盛岡市大通１丁目１０－２１ 

店長 内田 大輔 019-622-8018 019-622-5749 

教材教具 楽器                       

委託 楽器調律                       

3579 ﾆﾎﾝｲﾁﾔｽｲﾜﾅﾉﾐｾ (有)日本一安い罠の店 

大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 

代表取締役 三重野 丈一 097-583-6767 

097-583-6969 

その他 その他                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3580 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ (株)東京法規出版 

東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 

代表取締役 菅 国典 03-5977-0300 03-5977-0311 

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、リハビリ用備品、感

染症対策用品、自動体外式除細動器、その他 

教材教具 一般図書、その他 日用雑貨 日用

雑貨、その他               

委託 その他 委託 印刷物の企画編集、筆耕、

翻訳                     

3581 ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤマトグローバルロ

ジスティクスジャパン(株) 

東京都中央区築地二丁目３番４号 

代表取締役社長 金井 宏芳 03-6757-8500 

03-6694-2368 

宮城県仙台市泉区明通３丁目３番１号 

支店長 橋元 正則 022-706-1579 022-777-3531 

委託 その他                       

3582 ｶﾜﾄｸ (株)川徳 

岩手県盛岡市菜園一丁目１０番１号 

代表取締役社長 川村 宗生 019-651-1111 

019-622-1548 

家具 家具、展示ケース・パネル、学校机・椅

子、舞台用具、その他 繊維・ゴム類 事務服、

制服・制帽、作業服、防寒服、調理服、その

他 繊維・ゴム類 雨衣、ゴム長靴、その他 

繊維・ゴム類 カーテン、暗幕、ブラインド、

カーペット類、たたみ、その他 厨房機器 家

庭用厨房機器、その他 厨房機器 食器、厨房

用品、その他 暖房機器 ストーブ・ファンヒ

ーター、その他 電気機器 家庭用電気機器、

その他 電気機器 その他 スポーツ用品 ス

ポーツ用品全般、その他 日用雑貨 日用雑

貨、清掃用品、その他 その他 時計・貴金属 

3583 ﾌｶｻﾞﾜﾂｰﾙ (株)深沢ツール 

岩手県滝沢市大釜風林３番地１７ 

代表取締役 深澤 重一 019-681-7297 019-381-7298 

事務用品 デジタル印刷機、シュレッダー、そ

の他 家具 家具、学校机・椅子、その他 繊

維・ゴム類 事務服、作業服、防寒服、その他 

繊維・ゴム類 雨衣、ゴム長靴、シート、安全

靴、その他 繊維・ゴム類 寝具、その他 厨

房機器 家庭用厨房機器、その他 厨房機器 

業務用厨房機器、その他 厨房機器 厨房用

品、その他 暖房機器 ストーブ・ファンヒー

ター、ペレットストーブ、その他 燃料・エ

ネルギー関係 オイル、その他 燃料・エネル

ギー関係 その他 燃料・エネルギー関係 プ

ロパンガス 

3584 ｻｶﾞﾃﾞﾝｻﾝｾﾝﾀｰ (株)佐賀電算センター 

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 

代表取締役 宮地 大治 0952-34-1500 0952-34-1541 

機械器具 大型コンピュータ、パーソナルコン

ピュータ、ソフト、周辺機器、トナーカート

リッジ                       

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務 

借入れ ＯＡ機器                     

3585 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｱﾄﾞｿｳﾀｸ (株)アド装拓 

岩手県盛岡市三本柳２２地割４１番地６ 

代表取締役 古澤 智 019-632-1771  

その他 旗、その他 その他 染物 その他 案

内板、看板、横断幕、その他                   

3586 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳｯﾄﾞｺｳｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾃﾑ (株)ＪＶＣケ

ンウッド・公共産業システム 

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 

代表取締役 恩田 茂 045-449-3270 045-443-3163 

宮城県仙台市若林区卸町３－５－１９ 

支店長 幸野 典郎 022-239-6031 022-239-6032 

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

委託 放送機器、通信機器                       

 

 

 

 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3587 ｼﾝｱｲ (株)しんあい 

岡山県新見市新見９６９番地２号 

代表取締役 中嶋 進 0867-71-2203 0867-71-2224 

岩手県盛岡市上堂三丁目１５ー４９ 

代表取締役 中嶋 進 019-648-7676 019-648-7677 

暖房機器 ペレットストーブ、その他 燃料・

エネルギー関係 その他                     

3588 ﾊﾝｼﾝｹｲｷｾｲｻｸｼｮ (株)阪神計器製作所 

兵庫県尼崎市神田中通四丁目１６３番地 

代表取締役 松田 健仁 06-6411-2590 0798-64-1104 

東京都港区芝四丁目６番１４号 

支店長 尾上 貴之 03-5419-7481 03-5419-7482 

計測実験検査機器 メーター類                       

3589 ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ (株)小山商会 

宮城県仙台市青葉区花京院二丁目２番７５号 

代表取締役社長 小山 喜雄 022-265-9701 

022-265-7615 

岩手県盛岡市流通センター北一丁目１１－１６ 

所長 佐々木 勝雄 019-637-3110 019-637-3127 

繊維・ゴム類 調理服 繊維・ゴム類 寝具、

カーテン、暗幕、ブラインド、カーペット類                     

委託 クリーニング 借入れ 玄関マット、キ

ャビネットタオル、病院用寝具・カーテン、

空気清浄機                     

3590 ｲﾁｭｳｴﾝ (有)伊忠園 

岩手県盛岡市土淵字橋場５２番地 

代表取締役 伊東 一雄 019-647-6032 019-647-3474 

その他 苗木・生花・種子等                       

委託 公園・道路等清掃 委託 草刈・剪定 

委託 ねずみ、昆虫等防除                   

3591 ｾﾝﾀﾞｲｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ 仙台キリンビバレッジ

サービス(株) 

宮城県仙台市宮城野区田子三丁目１８番６号 

代表取締役 笹崎 茂男 022-781-7030 022-781-7033 

その他 自動販売機（飲料等）                       

3592 ﾒﾌｫｽ (株)メフォス 

東京都港区赤坂二丁目２３番１号 

代表取締役 岡田 泰紀 03-6234-7600 03-6234-7609 

委託 調理業務                       

3593 ﾆﾎﾝﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ (株)日本防災技術センター 

北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 

代表取締役 指川 司 011-736-1100 011-736-1101 

岩手県盛岡市南仙北２丁目２６－１－４０１ 

所長 伊東 祥悦 019-681-1162 019-681-1163 

消防・保安器材 消防用ホース類、消防ポン

プ、消火器、その他 消防・保安器材 避難器

具、ガス漏れ警報器、火災警報器                     

委託 消防用設備                       

3594 ﾆｯｻﾝﾚﾝﾀｶｰｲﾜﾃ (株)日産レンタカー岩手 

岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番５号 

代表取締役 千葉 泰 019-635-4123 019-635-2326 

借入れ 自動車・バス                       

3595 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (株)ベネッセコーポレーション 

岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 

代表取締役 小林 仁 086-225-1100 086-235-2258 

岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 

本部長 吉野 隆弘 042-356-0127 042-356-7120 

教材教具 教材                       

委託 その他                       

3596 ﾊｼﾓﾄｲﾝｻﾂ (株)橋本印刷 

岩手県盛岡市北山一丁目８番９号 

代表取締役 田口純二 019-652-1354 019-652-1355 

印刷・製本 一般印刷、ＤＴＰ（少部数出版） 

印刷・製本 製本                     

3597 ｲﾜﾃﾏﾂﾀﾞﾊﾝﾊﾞｲ 岩手マツダ販売(株) 

岩手県盛岡市南仙北二丁目２４番１５号 

代表取締役 東 功 019-636-0010 019-636-0017 

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

3598 ﾃｨｰｽﾞ (有)ティーズ 

岩手県盛岡市高松二丁目２−７−２Ｆ 

取締役 藤田 美夏 019-601-8030 019-601-8003 

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企

画編集、映像・記録                       

3599 ﾐﾅﾄｳﾝﾕｿｳｺ 湊運輸倉庫(株) 

岩手県盛岡市上厨川字横長根５２番地１ 

代表取締役社長 石川 啓 019-645-2818 

019-645-2813 

機械器具 ドローン                       

委託 航空写真・ドローン空撮                       

  



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 
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3600 ﾀｲﾔｾﾝﾀｰﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ (株)タイヤセンター盛岡南 

岩手県盛岡市永井１６地割１１番地１ 

代表取締役 細川 勝久 019-639-0220 019-638-1536 

岩手県盛岡市三本柳１３－６－２ 

 藤原 勝幸 019-639-0220 019-638-1536 

車両 カー用品、タイヤ類                       

3601 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)建設技術研究所 

東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 

代表取締役社長 中村 哲己 03-3668-0451 

03-5695-1881 

岩手県盛岡市大通３－３－１０ 

所長 小澤 孝太郎 019-653-9631 019-653-9635 

委託 漏水調査 委託 調査・統計                     

3602 ﾀﾞｲｲﾁｲﾝｻﾂﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ 第一印刷(有) 

岩手県盛岡市みたけ四丁目６番４０号 

代表取締役 新田 和央 019-646-6001 019-646-4000 

印刷・製本 一般印刷、ＤＴＰ（少部数出版） 

印刷・製本 製本                     

3603 ｸﾞﾘｰﾝｴｺ (株)グリーンエコ 

大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号 上野Ｂ

Ｒビル 

代表取締役 岡村 雅明 06-6484-5571 06-6484-5573 

東京都北区田端新町三丁目１４番４号 ＮＯＺＡＫＩビ

ル２０１ 

所長 中井 裕典 03-6807-7710 03-6807-7720 

委託 データ入力業務 委託 調査・統計、そ

の他                     

3604 ｷﾀｵｳｳｺｳｲｷｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ 北奥羽広域水道総合

サービス(株) 

青森県八戸市北白山台二丁目６番１号 

代表取締役 類家 章弘 0178-70-5017 0178-70-5325 

委託 データ入力業務 委託 水道施設、コン

ピュータシステム、その他 委託 水質検査、

その他 委託 調査・統計、その他 修繕 測

量・測定機器 借入れ その他             

3605 ﾄﾞｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 同和興業(株) 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号仙台第一生命

タワービルディング 

代表取締役 菅井 和宏 022-224-0271 022-224-1651 

岩手県盛岡市菜園一丁目１２番１０号 

所長 菅野 謙 019-624-2812 019-624-2810 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、オイルタ

ンク清掃 委託 常駐、受付・展示物案内 委

託 冷暖房機器、消防用設備 委託 大気検査

・環境検査、水質検査 修繕 冷暖房機器               

3606 ﾄｳｷｮｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東京コンピュータサービス

(株) 

東京都中央区日本橋本町四丁目８番１４号 

代表取締役 高山 芳之 03-3243-5311 03-3243-0711 

宮城県仙台市若林区新寺１－４－５ 

支店長 鹿野 伸久 022-297-1811 022-297-1814 

事務用品 ファクシミリ、デジタル印刷機、電

子複写機、シュレッダー、その他                       

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他                       

3607 ｲﾜﾃﾁｲｷﾂﾞｸﾘｼｴﾝｾﾝﾀｰ 特定非営利活動法人いわて

地域づくり支援センター 

岩手県紫波郡紫波町日詰西六丁目１番地８ 

理事 廣田純一 019-681-8955 019-681-8966 

委託 調査・統計、印刷物の企画編集                       

3608 ﾏｰｸ (株)マーク 

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 

代表取締役 舩戸 和加 0574-25-2755 0574-25-0430 

その他 旗 その他 看板、横断幕、その他                     

3609 ﾄｳﾎｸｻﾝｿｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 東北酸素(株) 

岩手県一関市山目町三丁目５番２４号 

代表取締役 千葉 厚 0191-23-2394 0191-21-0954 

岩手県盛岡市手代森５地割１９番地６ 

盛岡営業所 所長 吉田 政弘 019-696-2781 

019-696-2782 

薬品 医療用薬品                       

3610 ｲﾜﾃﾔｸﾙﾄﾊﾝﾊﾞｲ 岩手ヤクルト販売(株) 

岩手県盛岡市上堂四丁目３番４号 

代表取締役社長 細川 裕道 019-641-8960 

019-641-7217 

その他 食料品、自動販売機（飲料等）                       
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3611 ﾅｶｻﾞﾄｹﾝｾﾂ 中里建設(株) 

栃木県佐野市栃本町１０５１番地 

代表取締役 中里 聡 0283-62-0272 0283-62-7790 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、その他 

委託 漏水調査、その他 委託 その他                   

3612 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｺｳｷﾞｮｳﾖｳﾋﾝｲﾜﾃﾊﾝﾊﾞｲ ブリヂストン工業

用品岩手販売(株) 

岩手県盛岡市津志田町一丁目５番２５号 

代表取締役 高橋 瑞彦 019-634-0088  

繊維・ゴム類 その他                       

3613 ｱﾝﾄﾚｰヴｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ アントレーヴ(株) 

岩手県花巻市二枚橋第５地割３６０番地１ 

代表取締役 及川 芳孝 0198-26-4633 0198-26-3431 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃                       

3614 ﾀｶﾐﾔｼｮｳﾃﾝ (株)高宮商店 

岩手県盛岡市上田四丁目１１番１５号 

代表取締役 高宮 國雄 019-622-9101 019-622-9104 

燃料・エネルギー関係 ガソリン・軽油・混

合油、オイル、その他 燃料・エネルギー関

係 Ａ重油、灯油 燃料・エネルギー関係 プ

ロパンガス                   

3615 ﾀﾞｲｷｮｳｷｷﾞｮｳ 大協企業(株) 

岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋の沢５６番地 

代表取締役 飯島 精二 0191-34-2131 0191-34-2135 

岩手県紫波郡矢巾町藤沢第１０地割１３ 

所長 畠山 智明 019-697-0031 019-697-3972 

薬品 工業用薬品 建設資材 砂・砂利・砕

石、セメント、その他 建設資材 道路資材、

ネット・フェンス、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、その他                   

3616 ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 松田産業(株) 

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 

代表取締役 松田 芳明 03-3993-7532 03-3948-0024 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）、産業廃棄物

（処理） 売払い 古フィルム                     

3617 ｲﾜﾃﾒﾝｺｲﾃﾚﾋﾞ (株)岩手めんこいテレビ 

岩手県盛岡市本宮五丁目２番２５号 

代表取締役 齋藤 秋水 019-656-3300 019-659-2960 

岩手県盛岡市本宮五丁目２番２５号 

営業局営業部 山崎将之 019-656-3301 019-659-2960 

委託 催事企画運営、調査・統計、広告・宣伝、

映像・記録                       

3618 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ (株)ホームセンター 

岩手県盛岡市肴町７番２４号 

代表取締役 齊藤 健吾 019-623-6311 019-654-4915 

家具 家具 厨房機器 家庭用厨房機器、その

他 厨房機器 業務用厨房機器、その他 厨房

機器 食器、厨房用品、その他 暖房機器 ス

トーブ・ファンヒーター 電気機器 家庭用

電気機器 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品、そ

の他           

3619 ｲﾜﾃﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 岩手トヨタ自動車(株) 

岩手県盛岡市上堂四丁目１２番１１号 

代表取締役 小林義弘 019-641-7111 019-641-8133 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪トラック、

トラック、バス、その他 車両 消防ポンプ自

動車、救急自動車、その他                     

修繕 一般車両                       

3620 ﾆﾎﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｷｮｳｶｲ (株)日本マネジメント協会 

仙台市青葉区上杉一丁目４番１０号 

代表取締役 大内 光郎 022-264-1745 022-264-1517 

委託 その他                       

3621 ﾅｶｶﾞﾜｾｷﾕ 中川石油(株) 

岩手県盛岡市本宮六丁目４番７号 

代表取締役 神子島 雅人 019-658-8852 

019-631-3441 

燃料・エネルギー関係 Ａ重油、灯油 燃料・

エネルギー関係 電力                     

3622 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸｷﾀﾄｳﾎｸ フクダライフテック北東北

(株) 

秋田県秋田市川尻御休町９番２３号 

代表取締役 小笠原 信義 018-862-2132 

018-862-2365 

岩手県盛岡市下太田下川原１２－１ 

所長 平山 哲也 09-656-2002 019-656-2266 

医療用機器 医療機器                       

借入れ 医療機器                       
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3623 ﾋﾟｱﾉﾓｰﾄﾞｶﾅﾝｶﾞｯｷ ﾀﾑﾗ ｲﾀﾙ ピアノモード河南楽

器 田村 達 

岩手県盛岡市仙北３丁目１５－３３ 

代表 田村 達 019-636-4424 018-636-4424 

教材教具 楽器                       

委託 楽器調律                       

3624 ﾐﾁﾉﾘﾄﾗﾍﾞﾙﾄｳﾎｸ (株)みちのりトラベル東北 

岩手県盛岡市厨川一丁目１７番１８号 

代表取締役 三上 金昭 019-641-8811 019-641-8844 

委託 催事企画運営、調査・統計、広告・宣伝、

筆耕、翻訳、その他                       

3625 ｵｲﾗｰ (株)オイラ－ 

岩手県奥州市水沢東大通り３丁目７番１５号 

代表取締役 山崎 一郎 0197-25-7315 0197-24-8276 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 冷

暖房機器、消防用設備、自家用電気工作物                     

3626 ﾊﾟﾙｯｸｽ (株)パルックス 

宮城県仙台市若林区蒲町東１６番地の３ 

代表取締役社長 今藤 信昭 022-288-3381 

022-288-3387 

岩手県盛岡市西下台町１７－２９ 

所長 前川 俊久 019-908-2255 019-908-2455 

電気機器 家庭用電気機器 電気機器 舞台照

明設備                     

3627 ﾉｶﾞﾐ (株)ノガミ 

新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 

代表取締役 野上 清隆 025-280-6620 025-280-7747 

千葉県成田市並木町２２１ 

支店長 桐谷 優 0476-24-3218 0476-24-3219 

委託 その他                       

3628 ﾆﾎﾝｹｲｴｲｷｮｳｶｲ 一般社団法人日本経営協会 

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目１１番８号 

理事長 岡島 芳明 03-3403-1847 03-3403-6306 

委託 調査・統計、その他                       

3629 ﾄｳﾎｸｶｶﾞｸﾔｸﾋﾝ 東北化学薬品(株) 

青森県弘前市大字神田一丁目３番地の１ 

代表取締役 東 康之 0172-33-8131 0172-33-6800 

岩手県北上市流通センター１８番３９ 

岩手支店長 福士 雅彦 0197-68-2271 0197-68-2440 

計測実験検査機器 その他 計測実験検査機

器 測定機器、実験機器、その他 計測実験検

査機器 検査機器、その他 写真・光学機器 

顕微鏡、その他 機械器具 ポンプ 機械器具 

その他 薬品 工業用薬品、その他           

3630 ｺｶﾞﾜﾀｸｼｰ 小川タクシー(株) 

岩手県下閉伊郡岩泉町門字町６６番地の１ 

代表取締役 杉本 修太郎 0194-25-5151 

0194-25-4808 

委託 バス運行                       

3631 ﾊｼｲﾁﾌﾞﾄﾞｳｸﾞｾﾝﾀｰ (有)橋市武道具センター 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１０号 

代表取締役 西田 裕 019-654-3037 019-654-3037 

スポーツ用品 スポーツ用品全般                       

3632 ｲﾜﾘﾝ (株)イワリン 

岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 

代表取締役社長 下山 裕司 019-601-2313 

019-601-2314 

売払い 立木                       

3633 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)流通研究所 

神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 

代表取締役 釼持 雅幸 046-295-0831 046-295-0834 

委託 催事企画運営、調査・統計、広告・宣伝、

印刷物の企画編集、映像・記録、その他                       

3634 ﾐｽﾞｺﾑ (株)ミズコム 

宮城県仙台市泉区高森七丁目１７番地の１１ 

代表取締役 大野 雅樹 022-341-0363 022-341-0364 

委託 漏水調査                       

3635 ﾄｳｼﾝｶｶﾞｸ 東新化学(株) 

青森県弘前市大字神田二丁目３番地３ 

代表取締役 目黒 晃久 0172-32-1180 0172-32-6649 

機械器具 ポンプ、その他 薬品 工業用薬品、

その他 薬品 検査試薬                   

修繕 作業用機械、測量・測定機器、その他                       

3636 ｲﾉｳｴｶﾞｯｷ 井上楽器 

岩手県盛岡市長田町２番２５号 

代表 井上 雄介 019-681-7080 019-681-7081 

教材教具 楽器、その他                       

修繕 その他                       
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3637 ｱｶｻﾞﾜｺﾞｳ (株)赤澤号 

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目１番２１号 

代表取締役 赤澤 義昭 019-658-8001 019-658-8425 

岩手県盛岡市緑が丘３丁目２１－３ 

 赤澤徳俊 019-658-8001 019-658-8425 

委託 催事企画運営、その他                       

3638 ﾀｷﾑﾗｷｷﾞｮｳ 滝村企業(株) 

岩手県盛岡市長田町２３番３４号 

代表取締役 鈴木 忍 019-651-1357 019-651-1306 

委託 マイクロフィルム                       

3639 ｲﾜﾃｹﾝｶﾝﾎﾟｳﾊﾝﾊﾞｲｼｮ (有)岩手県官報販売所 

岩手県盛岡市南大通一丁目１６番２号 

代表取締役 大澤 徳三 019-622-2984 019-622-2990 

事務用品 図書用品                       

3640 ｺｳｾｲｼｬ (株)倖星舎 

岩手県盛岡市大通一丁目１番１６号４Ｆ 

代表取締役社長 相原幸生 019-621-8150  

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企

画編集、その他                       

3641 ﾐﾁﾉｸ (株)ミチノク 

岩手県奥州市水沢工業団地三丁目８４番地 

代表取締役社長 上野 昭則 0197-25-7760 

0197-25-7724 

消防・保安器材 非常食 その他 食料品、自

動販売機（飲料等） その他 その他                   

3642 ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ (株)社会保険出版社 

東京都千代田区神田猿楽町一丁目５番１８号 

代表取締役 高本 哲史 03-3291-9841 03-3291-9847 

教材教具 一般図書、その他                       

委託 印刷物の企画編集                       

3643 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ (株)会議録研究所 

東京都新宿区市谷八幡町１６番 

代表取締役 妹尾 潤 03-3267-6051 03-3267-8199 

電気機器 放送設備、映像設備、その他 印刷

・製本 一般印刷                     

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 印刷物の企画編集、映像・

記録、筆耕、翻訳、その他 借入れ ＯＡ機器、

その他                   

3644 ﾘｮｳｺｳﾘﾌﾄﾄｳﾎｸ 菱光リフト東北(株) 

宮城県仙台市泉区加茂三丁目１６番地の８ 

代表取締役 木村 慎一郎 022-378-5733 

022-378-8432 

委託 昇降機類 修繕 その他                     

3645 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ 日建リース工業(株) 

東京都東久留米市八幡町二丁目１１番７３号 

代表取締役社長 関山 正勝 03-3295-9111 

03-3219-6290 

岩手県盛岡市乙部２８地割１５－１ 

支店長 鳥谷部 輝人 019-696-4171 019-696-4174 

借入れ 複写機、ＯＡ機器、家具、暖房用器具、

トイレ芳香剤、分煙機器、空気清浄機、仮設

建築物、医療機器                       

3646 ﾃﾞﾝｻﾝｼｽﾃﾑ (株)電算システム 

岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 

代表取締役 田中 靖哲 058-279-3456 058-279-5848 

岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 

取締役副社長執行役員事業本部長 松浦 陽司 

058-279-3482 058-279-2443 

委託 その他                       

3647 ｲﾜﾃﾄﾖﾍﾟﾂﾄ 岩手トヨペット(株) 

岩手県盛岡市上田二丁目１９番４０号 

取締役社長 元持 雅行 019-651-3211 019-654-2655 

岩手県盛岡市上田２丁目１９－４０ 

支店長 工藤 純悦 019-623-3881 019-625-9411 

車両 普通自動車                       

修繕 一般車両 売払い 一般車両                     

3648 ｹﾞﾝｿｳ (株)元創 

東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 

代表取締役 石住 秀樹 03-6911-3777 03-6911-3779 

その他 その他                       

委託 その他 委託 人材派遣、その他                     

 

 

 

 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3649 ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 昇寿チャート(株) 

東京都台東区台東三丁目１６番３号 

代表取締役 川井 清維 03-3833-4481  

岩手県盛岡市津志田中央三丁目１０番２０号 

所長 及川 哲也 019-639-9166 019-639-9167 

印刷・製本 一般印刷 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、データ入力業務                       

3650 ﾄｳｷｮｳｲﾝﾀｰﾌﾟﾚｲ 東京インタープレイ(株) 

東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 

代表取締役 米田 英輝 03-5825-4028 03-5825-4037 

委託 システム・ソフト開発                       

3651 ﾔﾏﾆｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 山二システムサービス(株) 

秋田市仁井田新田二丁目１６番１３号 

代表取締役 西村 幸彦 018-839-7834 018-839-7834 

機械器具 大型コンピュータ、パーソナルコン

ピュータ、周辺機器、トナーカートリッジ、

プリンター                       

委託 システム・ソフト開発                       

3652 ﾆﾎﾝﾃﾞｽｺ (株)日本デスコ 

岩手県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 

代表取締役 石井 優宇 019-646-7312 019-646-3127 

事務用品 事務用紙類 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、レジスター、シュレッダー 家具 家

具 暖房機器 ストーブ・ファンヒーター 

電気機器 家庭用電気機器 電気機器 放送設

備、空調設備、冷凍冷蔵設備、映像設備 機

械器具 無線機器、電話機器 機械器具 パー

ソナルコンピュータ、ソフト、周辺機器、ト

ナーカートリッジ、プリンター         

委託 複写機・ファクシミリ 修繕 複写機 

借入れ 複写機、ＯＡ機器、家具                   

3653 ｼｮｳﾌﾞﾝｼｬ (株)昭文社 

東京都千代田区麹町三丁目１番地 

代表取締役 黒田 茂夫 03-3556-8156 03-3556-5973 

印刷・製本 一般印刷、ＤＴＰ（少部数出版） 

印刷・製本 地図調製 その他 案内板、看板                   

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 広告・宣伝、印刷物の企画

編集、航空写真・ドローン空撮、映像・記録                     

3654 ｲﾜﾃｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ (株)岩手ソフトウェアセンター 

岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号 

代表取締役 戸舘 弘幸 019-621-5454 019-621-5464 

委託 その他                       

3655 ｷﾀﾆﾎﾝﾘｰｽｷﾝ (株)北日本リースキン 

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番地１１ 

代表取締役 柳原 正俊 018-863-8283 018-863-8274 

日用雑貨 日用雑貨、清掃用品                       

委託 クリーニング                       

3656 ｼﾞｰｴｽｴﾌ (株)ジーエスエフ 

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 

代表取締役 善田 高志 03-3379-1215 03-3370-9277 

委託 調理業務                       

3657 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)テクノスジャパン 

福岡県福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 

代表取締役 垣本 政輝 092-588-6303 092-588-6306 

宮城県仙台市太白区中田３－９－１６－２０３ 

支店長 三小田 和則 022-226-7617 022-226-7618 

委託 漏水調査                       

3658 ｲﾝｿｰｽ (株)インソース 

東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号神田橋パーク

ビル５Ｆ 

代表取締役 舟橋 孝之 03-5259-0070 03-5259-0075 

宮城県仙台市青葉区本町１－１－１大樹生命仙台本町ビ

ル１６階 

東北支社 支社長 佐藤 和哉 022-395-6560 

022-395-6570 

委託 システム・ソフト開発 委託 その他 

委託 広告・宣伝、映像・記録、その他                   

3659 ｼｽﾞｸｲｼﾁｸｺｸﾕｳﾘﾝｻﾞｲｾｲｻﾝｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 雫石地区国

有林材生産協同組合 

岩手県岩手郡雫石町寺の下４７番地１ 

代表理事 高橋 新八 019-692-0443 019-692-0463 

委託 山林、草刈・剪定 売払い 立木                     



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 
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3660 ｱｸｱﾃｯｸ (株)アクアテック 

岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 

代表取締役 長尾 彰 0584-84-4641 0584-84-4640 

委託 飲料水貯水槽清掃、その他 委託 水道

施設、その他 修繕 その他                   

3661 ﾆｯｾﾝﾚﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ (株)日専連パートナーズ 

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目１４番２１号 

代表取締役 玉山 哲 019-653-2000 019-624-6114 

電気機器 その他 電気機器 その他 機械器

具 電話機器、その他 機械器具 周辺機器、

その他 機械器具 その他               

3662 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾌﾞﾘｯｸｽ (株)ブリックス 

東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 

代表取締役社長 吉川 健一 03-5366-6018 

03-5366-6002 

委託 筆耕、翻訳                       

3663 ﾋﾞｰｺﾝﾗｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ (株)ビーコンラーニングサー

ビス 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号 

代表取締役 近藤 雅人 03-6231-1670 03-6231-1677 

委託 その他                       

3664 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｼﾞｮｳｺｳ ＪＦＥ条鋼(株) 

東京都港区新橋五丁目１１番３号 

代表取締役 渡邉 誠 03-5777-3811 03-5777-3800 

茨城県神栖市南浜７番地 

常務執行役員鹿島製造所長 中村 宗二 0299-90-5286 

0299-90-5227 

委託 一般廃棄物（処理）                       

3665 ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 大和産業(株) 

佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号 

代表取締役 岩瀬 豊美 0952-30-5792 0952-30-6695 

委託 催事企画運営、その他 借入れ 仮設建

築物、その他                     

3666 ﾃﾞﾝﾂｳﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ (株)電通東日本 

東京都港区新橋四丁目２１番３号 

代表取締役社長 寺尾 芳紀 03-5402-9555 

03-5402-9641 

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６番１号 

支社長 佐藤 正文 022-225-6191 022-267-0875 

その他 案内板、看板、横断幕                       

委託 巡回、駐車場・駐輪場等整理（交通整理

含む）、その他 委託 催事企画運営、調査・

統計、広告・宣伝、印刷物の企画編集、映像

・記録                     

3667 ﾄﾓｴｾﾝｺｳ 巴染工(株) 

岩手県盛岡市紺屋町５番３２号 

代表取締役 東條 誠 0196225334 0196225310 

繊維・ゴム類 シート 消防・保安器材 半て

ん その他 徴章、トロフィー・盾、旗 その

他 染物 その他 横断幕               

3668 ﾊﾞｲｻﾞｰ バイザー(株) 

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 

代表取締役 南舘 千聡 052-485-7870 052-485-7873 

委託 システム・ソフト開発、その他                       

3669 ｲｶﾘｼｮｳﾄﾞｸﾓﾘｵｶ イカリ消毒盛岡(株) 

岩手県盛岡市上堂三丁目１２番２６号 

代表取締役 鈴木 弘貴 019-646-7961 019-641-3988 

委託 ねずみ、昆虫等防除                       

3670 ﾆｯｻﾝﾁｪﾘｰｲﾜﾃﾊﾝﾊﾞｲ 日産チェリー岩手販売(株) 

岩手県盛岡市三本柳５地割２９番地２５ 

代表取締役社長 平塚 昭義 019-637-2023 

019-638-0692 

岩手県盛岡市三本柳５－２９－２５ 

室長 東野 真一 019-637-2023 019-638-0692 

車両 普通自動車、軽自動車、軽四輪トラック、

トラック、バス、その他 車両 消防ポンプ自

動車、救急自動車                     

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                     

3671 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ (株)グリーンハウス 

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 

代表取締役 善田 高志 03-3379-1211 03-3370-9277 

委託 調理業務                       

3672 ｼｰﾃｨｰｱｲｳｲﾝｸﾞ (株)ＣＴＩウイング 

大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 

代表取締役社長 山根 伸之 06-6226-1400 

06-6226-1404 

東京都江東区東陽六丁目５番６号 

所長 倉田 糧造 03-6666-4780 03-6666-3958 

委託 データ入力業務 委託 大気検査・環境

検査 委託 調査・統計                   
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3673 ｻｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ (株)齊藤興業 

岩手県盛岡市黒川１２地割１８番地 

代表取締役 齊藤 義成 019-696-2526 019-696-5341 

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、汚泥、廃タイヤ、

医療用廃棄物（運送・運搬）、一般廃棄物（処

理）、産業廃棄物（処理） 売払い 特殊車両

・建設機械                     

3674 ｴｽｵｰｴｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ (株)ＳＯＡソリューションズ 

大阪府守口市八島町１番１２号 

代表取締役 本多 昭文 06-6993-0734 06-6993-0735 

岩手県北上市鬼柳町卯の木１２５ー２ 

営業所長 斎藤 詔一 0197-72-7334 0197-72-7344 

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、両替機、シュレ

ッダー、丁合い機、その他 家具 家具、学校

机・椅子 写真・光学機器 映写機・プロジ

ェクター、マイクロフィルム関連機器、その

他 電気機器 家庭用電気機器 電気機器 蓄

電池、映像設備               

委託 複写機・ファクシミリ、印刷機器、通信

機器、コンピュータシステム 借入れ 複写

機、ＯＡ機器                     

3675 ｽﾀｼﾞｵｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ (株)スタジオ三十三 

京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 

代表取締役 井上 喜代志 075-601-3103 

075-622-3103 

家具 家具、展示ケース・パネル 教材教具 

教材                     

委託 催事企画運営、その他                       

3676 ﾐｻﾞｯｸ ミザック(株) 

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号アクア堂島Ｎ

ＢＦタワー１７階 

代表取締役 柾木 隆弘 06-6344-2700 06-6344-2701 

東京都千代田区内幸町一丁目３番３号 内幸町ダイビル

８階 

支店長 山崎 慶祐 03-6206-6900 03-6206-6901 

委託 下水処理施設                       

3677 ﾊﾟｿﾅﾌｫｽﾀｰ (株)パソナフォスター 

東京都千代田区大手町二丁目６番２号 

代表取締役 長畑 久美子 03-6734-1280 

03-6734-1284 

委託 人材派遣、その他                       

3678 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)オリエンタルコンサルタンツ 

東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 

代表取締役社長 野崎 秀則 03-6311-7551 

03-6311-8011 

岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 

所長 大沼 律之 019-626-7013 019-626-7014 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 コンピュータシステム 委

託 大気検査・環境検査、その他 委託 その

他                 

3679 ｳｪﾙｸﾙ (株)ウェルクル 

大阪府大阪市中央区北浜三丁目１－６サン北浜ビル４Ｆ 

代表取締役 田中 学 06-6484-7321 06-6484-7657 

北海道札幌市中央区大通西９丁目３番３３号キタコーセ

ンタービルディング８階 

支店長 畑澤 大輔 011-233-5662 011-233-5663 

事務用品 その他 医療用機器 医療機器 教

材教具 一般図書                   

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 その他                     

3680 ｱｸﾘｰｸﾞ アクリ－グ(株) 

栃木県小山市大字外城８１番地９ 

代表取締役 磯山 左門 0285-24-3933 0285-22-8224 

宮城県仙台市青葉区木町通１丁目５番５号 

所長 関口 延男 022-395-6735 022-395-6736 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務 

委託 その他 委託 調査・統計                   

3681 ﾆｯｺｳｶﾞﾎﾞｳ (有)日交画房 

岩手県盛岡市月が丘三丁目４０番２０号 

代表取締役 高橋 英明 019-646-7915 019-646-7959 

その他 案内板、看板、横断幕                       
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3682 ｻﾝﾃﾞｰ (株)サンデー 

青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 

代表取締役社長 川村 暢朗 0178-47-8511 

0178-47-8521 

事務用品 事務用紙類、トイレットペーパー、

紙袋 事務用品 文房具全般 事務用品 シュ

レッダー 家具 家具 繊維・ゴム類 作業服 

繊維・ゴム類 雨衣、ゴム長靴、シート、安全

靴 繊維・ゴム類 寝具、カーテン、ブライン

ド、カーペット類、たたみ 厨房機器 家庭用

厨房機器 厨房機器 食器、厨房用品 暖房機

器 ストーブ・ファンヒーター 計測実験検

査機器 はかり、メーター類 計測実験検査機

器 測定機器 

3683 ｸﾞﾗﾌｧｰ (株)グラファー 

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目２番３号 

代表取締役 石井大地 03-3405-7007  

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 借入れ 複写機、ＯＡ機器                     

3684 ｷﾀｷﾞﾝﾘｰｽ ｼｽﾃﾑ きたぎんリース・システム(株) 

岩手県盛岡市材木町２番２３号 

代表取締役 古里 浩也 019-626-2510 019-626-2513 

借入れ 特殊車両・建設機械、複写機、ＯＡ機

器、家具、暖房用器具、自動車・バス、観葉

植物、玄関マット、トイレ芳香剤、キャビネ

ットタオル、病院用寝具・カーテン、分煙機

器、空気清浄機、仮設建築物、医療機器、そ

の他                       

3685 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ 日水産業(株) 

神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 

代表取締役 黒田 和久 045-834-3733 045-834-3730 

埼玉県桶川市川田谷３８１２ 

所長 黒田 哲也 048-787-7701 048-787-7702 

薬品 工業用薬品 建設資材 砂・砂利・砕石                     

委託 調査・統計                       

3686 ｵｳｳｸﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 奥羽クリーンテクノロジー(株) 

青森県八戸市豊洲３番地１９ 

代表取締役 笹垣 岳史 0178-44-1061 0178-38-6444 

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、汚泥、廃タイヤ、

医療用廃棄物（運送・運搬）、一般廃棄物（処

理）、産業廃棄物（処理）、医療用廃棄物（処

理）                       

3687 ｸﾘﾓﾄﾊﾟｲﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ クリモトパイプエンジニ

アリング(株) 

大阪府大阪市住之江区泉二丁目１番６４号 

代表取締役社長 原田 新 06-6686-1101 

06-6686-6508 

委託 その他 委託 水道施設 委託 漏水調

査                   

3688 ﾄﾞｩﾌｧｲﾝ (株)ドゥファイン 

東京都千代田区神田神保町一丁目２８番３号 

代表取締役 恩田 昭子 03-5577-1181 03-5577-1185 

秋田県秋田市茨島４－３－６ 

代表取締役 恩田 昭子 018-853-5551 018-853-5553 

事務用品 その他                       

3689 ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲﾏﾄﾒﾃｵﾌｨｽﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ＫＤＤＩまとめ

てオフィス東日本(株) 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 

代表取締役社長 大久保 浩之 022-268-0090 

022-262-9976 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通１ー１０ 

支店長 高橋 誠司 019-626-0077 019-625-2061 

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

3690 ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ ＫＤＤＩ(株) 

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 

代表取締役社長 高橋 誠 03-3347-0077 

03-3347-5300 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０ 

支店長 高橋 誠司 019-626-0077 019-625-2061 

電気機器 その他                       

 

 

 

 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

3691 ﾐﾁﾉｸｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ みちのくコカ・コ

ーラボトリング(株) 

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２７９番地 

代表取締役社長 谷村 広和 019-698-3111 

019-698-3220 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目６－３ 

部長 中村 誠悦 019-638-0405 019-637-2703 

その他 自動販売機（飲料等）                       

3692 ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ (株)帝国データバンク 

東京都港区南青山二丁目５番２０号 

代表取締役社長 後藤 信夫 03-5775-3000 

03-5775-3172 

岩手県盛岡市中央通２－１－２１ 

支店長 高田 秀明 019-651-9926 019-651-9948 

委託 その他                       

3693 ｹｲｻｰﾋﾞｽ (株)ケイ・サービス 

岩手県盛岡市東見前７地割２０２番地２ 

代表取締役 加藤 千秋 019-656-0212 019-656-0422 

委託 下水処理施設、水道施設                       

3694 ﾖｼﾀﾆｷｶｲｾｲｻｸｼｮ (株)吉谷機械製作所 

鳥取県鳥取市古海３５６番地１ 

取締役社長 吉谷 勇一郎 0857-23-2211 

0857-27-1766 

車両 消防ポンプ自動車                       

3695 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｺｱ (株)コミュニケーションズ・コ・

ア 

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号 

代表取締役 大畠 政夫 019-629-2175 019-629-2176 

委託 催事企画運営、広告・宣伝                       

3696 ｲﾜﾃﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ 岩手建物管理(株) 

岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 

代表取締役 工藤 敏 019-651-6238 019-623-7834 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃 委託 常

駐                     

3697 ﾏﾙｼｮｳｸﾘｰﾆﾝｸﾞ (株)丸庄クリーニング 

岩手県盛岡市仙北三丁目１０番７号 

代表取締役 吉田 光雄 019-635-4020 019-635-4033 

委託 クリーニング                       

3698 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳｼﾞ (株)渡邊商事 

岩手県八幡平市平笠第１６地割７０番１ 

代表取締役 渡邊 周磨 0195-75-2702 0195-75-2702 

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

3699 ｲﾜﾃｹﾝﾎﾟｸｼﾞﾄﾞｳｼｬ 岩手県北自動車(株) 

岩手県盛岡市厨川一丁目１７番１８号 

代表取締役社長 松本 順 019-641-7711 

019-641-7700 

委託 バス運行                       

 

3700 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日本教育情報機器

(株) 

東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

代表取締役 熊田 淳一 03-3287-2181 03-3287-2189 

 

売払い その他 借入れ ＯＡ機器                     

3701 ﾋﾞﾙﾜｰｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)ビルワーク・ジャパン 

宮城県仙台市太白区富沢字川前浦８番地の３（４１Ｂ－１

Ｌ） 

代表取締役 納庄 国英 022-226-8477 022-226-8255 

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、排

水詰まり清掃、その他 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、その他 委託 消防用設

備、昇降機類、下水処理施設、浄化槽清掃、

自動ドア、水道施設、その他 委託 バス運行、

その他 委託 大気検査・環境検査、水質検

査、その他 委託 ねずみ、昆虫等防除、人材

派遣、調理業務、その他 修繕 冷暖房機器、

ボイラー、自動ドア、消防・保安器材、その



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX       業種区分  

他           

3702 ﾒｲﾎｳ (株)名豊 

愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 

代表取締役 小池 武史 052-322-0071 052-322-0130 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業

務、その他 委託 コンピュータシステム 委

託 その他 委託 催事企画運営、調査・統計、

広告・宣伝、印刷物の企画編集、その他                 

3703 ﾍﾞﾝｷｮｳﾄﾞｳｺｸﾊﾞﾝｾｲｻｸｼｮ (株)勉強堂黒板製作所 

青森県青森市大字新城字平岡９６１番地２ 

代表取締役 工藤 勉 017-763-3177 017-763-3175 

青森県青森市大字新城字平岡９６１番地２ 

常務 工藤 千惠子 017-763-3177 017-763-3175 

教材教具 その他                       

修繕 その他                       

3704 ﾎﾜｲﾄｷｭｳﾋﾞﾝｲﾜﾃ (有)ホワイト急便イワテ 

岩手県盛岡市仙北三丁目１０番７号 

代表取締役 吉田 光雄 019-635-4020 019-635-4033 

委託 クリーニング                       

3705 ｲﾜﾃﾋｶﾘﾉｸﾆ (有)岩手ひかりのくに 

岩手県盛岡市北山一丁目１３番２５号 

代表取締役 女鹿 靖典 019-652-2602 019-652-2603 

教材教具 教材、遊具、その他                       

                       無 

 

 


