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3707 アイティーエックス アイ・ティー・エックス(株) 

神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号 

代表取締役社長 野島 廣司 050-3116-2300  

機械器具 無線機器、電話機器                       

3708 アイビーシーソフトアルファ (株)アイビーシー・ソフト

アルファ 

岩手県盛岡市志家町６番１号 アイビーシー放送会館 

代表取締役 佐々木 勇 019-653-0118 019-653-6694 

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、ＩＤカ

ード、プリンター、その他 機械器具 その他                     

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、人材派遣 借入れ ＯＡ機器                   

3709 アオバサイエンス (株)アオバサイエンス 

宮城県仙台市太白区富沢南二丁目１１－５ 

代表取締役 関本 満則 022-243-1988 022-243-1441 

岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５８号 

所長 中村 和弥 019-605-7771 019-605-7772 

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、実験機器 計測実験検査機器 検査

機器 写真・光学機器 写真機類、顕微鏡                 

修繕 写真・光学機器、測量・測定機器                       

3710 アオバショウドク (株)アオバ消毒 

福島県いわき市平中山字柳町７８番地の３ 

代表取締役 鬼怒川 成一 0246-23-0555 0246-23-0560 

岩手県盛岡市中野一丁目２４の２１ 

所長 吉田 年之 019-624-2238 019-624-2263 

委託 建物清掃、飲料水貯水槽清掃、排水詰まり清掃 

委託 産業廃棄物（運送・運搬） 委託 ねずみ、昆虫

等防除                   

3711 アキタキジュンシング 秋田基準寝具(株) 

秋田県秋田市八橋字イサノ６番地の１ 

代表取締役 柳原 正俊 018-862-4525 018-823-6484 

その他 その他                       

委託 クリーニング、その他                       

3712 アシタバ (株)明日葉 

東京都港区芝四丁目１３－３ ＰМО田町東１０Ｆ 

代表取締役 大隈 太嘉志 03-3452-3350 03-3453-3336 

委託 その他                       

3713 アンシンサポート (株)あんしんサポート 

福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 

代表取締役 古賀 功一 092-843-1881 092-845-8322 

機械器具 その他 消防・保安器材 非常食                     

委託 その他 借入れ その他                     

3714 アンフィニ (株)アンフィニ 

茨城県つくばみらい市板橋１８１２番地１６ 

代表取締役 片山 章彦 0297-20-7573 0297-20-7574 

委託 その他                       

3715 イーストライズ イーストライズ(株) 

岩手県盛岡市大通三丁目２番８号 

代表取締役社長 花塚 勇三郎 019-601-6562 019-601-6563 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務、その

他 委託 通信機器、コンピュータシステム、その他                     

3716 イグニション ポイント イグニション・ポイント(株) 

東京都渋谷区東一丁目３２番１２号 

代表取締役 青柳 和洋 03-6434-1412 03-6434-1412 

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 教材教具 教材                     

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

3717 イチソクセッケイ (株)一測設計 

岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 

代表取締役 藤原 勝広 0191-24-2222 0191-24-3939 

委託 システム・ソフト開発 委託 調査・統計、航空

写真・ドローン空撮、映像・記録、その他                     

3718 イブキサンギョウ (株)イブキ産業 

岩手県宮古市板屋一丁目２番７号 

代表取締役 齊藤 龍也 0193-63-4411 0193-64-4656 

岩手県盛岡市永井１６－２２ 

支店長 本郷 康彦 019-656-7080 019-656-7083 

機械器具 建設機械 機械器具 電動工具、溶接機、ポ

ンプ、発電機、エアーコンプレッサー、洗浄機、除雪

機 機械器具 農林業用機械                   

借入れ 特殊車両・建設機械、暖房用器具、自動車・

バス、仮設建築物                       

3719 イワタニセントラルトウホク イワタニセントラル東北

(株) 

宮城県仙台市若林区荒井七丁目４０番地の１ 

代表取締役 安田 克則 022-287-7061 022-287-7064 

岩手県盛岡市下太田田中４７番地１ 

支店長 田邊 洋一 019-659-1111 019-659-1114 

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 暖房機器 ストーブ・ファンヒー

ター 燃料・エネルギー関係 灯油 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 

電気機器 空調設備 消防・保安器材 ガス漏れ警報

器、火災警報器         

3720 イワテエナジー 岩手エナジー(株) 

岩手県盛岡市鉈屋町４番１５号コーポ北田２Ｆ 

代表取締役 越坂 敦彦 019-681-3133 019-681-3033 

電気機器 蓄電池                       
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3721 イワテサワイヤクヒン 岩手沢井薬品(株) 

岩手県盛岡市向中野五丁目２番３８号 

代表取締役 荒関 宏 019-635-5060 019-635-5097 

薬品 医療用薬品                       

3722 エスピー (株)エスピー 

岩手県盛岡市肴町３番２５ ＳＮＩビル３階 

代表取締役 姉帯 俊之 019-656-6211 019-652-2663 

委託 催事企画運営、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                       

3723 エヌジェーエス (株)ＮＪＳ 

東京都港区芝浦一丁目１番１号 

代表取締役社長 村上 雅亮 03-6324-4355 03-6324-4356 

岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 

所長 若尾 一公 019-625-0147 019-625-0147 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務 委託 

コンピュータシステム 委託 調査・統計                   

3724 エヌティティタウンページ ＮＴＴタウンページ(株) 

東京都港区虎ノ門三丁目８番８号 

代表取締役 酒井 紀雄 03-5776-4100  

東京都中野区中央三丁目２４番９号 

取締役ソリューション営業部長 井上 登晃 03-6275-6930  

委託 調査・統計、広告・宣伝、印刷物の企画編集、

筆耕、翻訳、その他                       

3725 エヌティティファシリティーズ (株)ＮＴＴファシリティ

ーズ 

東京都港区芝浦三丁目４番１号 

代表取締役 松原 和彦 03-5444-5725 03-5444-0244 

宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 

支店長 俵 健児 022-214-3571 022-214-3563 

委託 その他                       

3726 エヌティティファシリティーズトウホク (株)ＮＴＴファ

シリティーズ東北 

宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 

代表取締役 俵 健児 022-214-3643 022-214-3563 

岩手県盛岡市中央通１－２－２ 

支店長 奥 浩 019-625-4341 019-653-1542 

委託 その他                       

3727 エネサーブ エネサーブ(株) 

滋賀県大津市月輪二丁目１９番６号 

代表取締役 井上 博司 077-543-6330 077-543-6366 

その他 その他                       

3728 オープンループパートナーズ (株)オープンループパート

ナーズ 

東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 

代表取締役 駒井 滋 03-5368-3187 03-5368-3188 

委託 受付・展示物案内 委託 データ入力業務 委

託 人材派遣、医療業務                   

3729 オリンピアキカク (株)オリンピア企画 

岩手県盛岡市大沢川原三丁目３番８号 

代表取締役 羽川 久美 019-654-1231 019-629-9170 

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企画編集、

映像・記録                       

3730 キョウセラドキュメントソリューションズジャパン 京セ

ラドキュメントソリューションズジャパン(株) 

大阪府大阪市中央区玉造一丁目２番３７号 

代表取締役 長井 孝 06-4965-5757  

岩手県盛岡市本宮６ー３４－１６ 

課長 細野 正樹 019-635-2354 019-635-5569 

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 周辺機器、トナーカートリッジ、ＩＤ

カード、プリンター                     

委託 複写機・ファクシミリ、ＯＡ機器、印刷機器、

通信機器 修繕 複写機、印刷機器                     

3731 クリーンシズクイシ (有)クリーン雫石 

岩手県岩手郡雫石町長山梍９１番地４ 

代表取締役 高畑 隼 019-693-2277 019-693-4343 

委託 粗大ごみ処理施設、ゴミ焼却施設、除雪・排雪、

草刈・剪定 委託 一般廃棄物（運送・運搬）、産業廃

棄物（運送・運搬）、一般廃棄物（処理）、産業廃棄物

（処理）                     

3732 コウワ 興和(株) 

愛知県名古屋市中区錦三丁目６番２９号 

代表取締役 野々村 明輝 052-963-3341  

日用雑貨 日用雑貨                       
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3733 コニカミノルタジャパン コニカミノルタジャパン(株) 

東京都港区芝浦一丁目１番１号 

代表取締役社長 大須賀 健 03-6324-1070 03-3454-3207 

岩手県盛岡市大通３－３－１０ 七十七日生盛岡ビル４Ｆ 

所長 佐藤 正志 0570-000437 0570-000901 

医療用機器 医療機器、動物用医療機器 医療用機器 

医療用備品                     

委託 医療用機器 修繕 医療用機器                     

3734 コバヤシブタイシステム (株)小林舞台システム 

北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 

代表取締役 小林 正志 0123-34-6600 0123-34-6606 

家具 舞台用具 繊維・ゴム類 カーテン、暗幕 電気

機器 舞台照明設備                   

委託 舞台音響・照明・機構設備                       

3735 サイトザキコウサン 西戸崎興産(株) 

福岡県福岡市東区大岳二丁目１番１号 

代表取締役社長 坂本 博志 092-603-0415 092-603-2431 

埼玉県八潮市緑町１丁目３４番２５号３号室 

所長 河野 隆治 048-954-6532 048-954-6533 

薬品 工業用薬品 建設資材 砂・砂利・砕石、その他                     

委託 飲料水貯水槽清掃                       

3736 サガワインサツ 佐川印刷(株) 

京都府向日市森本町戍亥５番地の３ 

代表取締役 木下 宗昭 075-933-8081 075-934-0039 

岩手県盛岡市盛岡駅西通１－１６－２８ 

支店長 中村 啓司 019-629-8151 019-629-8152 

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、印章 家具 家具 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 青焼・コピー 印刷・製本 

製本             

3737 サクラショウジ (有)桜商事 

岩手県岩手郡雫石町西根田茂木５８番地 

代表取締役 松本 美津子 019-693-2338 019-693-2339 

委託 一般廃棄物（運送・運搬）                       

3738 サステナ (株)サステナ 

東京都板橋区板橋一丁目４４番８号ブンゲツビル３Ｆ 

代表取締役 三井 康平 03-6316-3014  

機械器具 無線機器、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、ソフト、周辺機器、

その他 機械器具 その他                   

委託 システム・ソフト開発、その他 委託 通信機

器、コンピュータシステム                     

3739 サンギフト (株)サンギフト 

岩手県奥州市水沢太日通り二丁目１０番地 

代表取締役 千田 稔 0197-25-8585 0197-25-8590 

事務用品 事務用紙類、トイレットペーパー 事務用

品 文房具全般 事務用品 両替機、レジスター、シュ

レッダー、その他 家具 家具、展示ケース・パネル、

学校机・椅子、舞台用具、その他 医療用機器 介護

用品 日用雑貨 日用雑貨、清掃用品             

3740 サンキョウボイラーショウカイ (有)三協ボイラー商会 

岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 

代表取締役 渡部 伸 019-638-8111 019-638-8661 

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

3741 サンケミファ サンケミファ(株) 

宮城県仙台市青葉区中央三丁目３番３号 

代表取締役 照井 潤 022-394-3031 022-394-5920 

薬品 医療用薬品 薬品 工業用薬品                     

3742 シナジー (株)シナジー 

沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 

代表取締役 下地 勝也 098-988-0184 098-988-0374 

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                       

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務 委託 

コンピュータシステム 委託 その他                   

3743 シャープマーケティングジャパン シャープマーケティン

グジャパン(株) 

大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 

代表取締役 中山 藤一 06-6796-1542 06-6796-1540 

東京都港区芝浦一丁目２番３号 

常務取締役  山崎  公人  （崎は旧漢字、たつさき） 

03-5446-8352 03-5446-8354 

事務用品 電子複写機、レジスター 電気機器 家庭用

電気機器 電気機器 映像設備 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、ＩＤカード、プリンター、その他                 

委託 システム・ソフト開発、その他 委託 複写機・

ファクシミリ、ＯＡ機器、コンピュータシステム 借

入れ 複写機                   

3744 シンセアカンキョウサービス シンセア環境サービス(株) 

静岡県富士市津田町１４７番地の２ 

代表取締役 高田 清太郎 0545-55-5380 0545-55-5310 

事務用品 トイレットペーパー、（紙類）その他 日用

雑貨 清掃用品、その他                     
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3745 ゼネラル ゼネラル(株) 

大阪府大阪市城東区中央二丁目１５番２０号 

代表取締役 高嶋 照仁 06-6933-1290 06-6933-1291 

事務用品 文房具全般 事務用品 その他                     

3746 セノン (株)セノン 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 

代表取締役 小谷野 宗靖 03-3348-7111 03-3342-2015 

岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 

支社長 山口 宙太 019-625-0111 019-625-1341 

委託 常駐 委託 バス運行、その他                     

3747 ゼロフェニックスコンサルティングジャパン ゼロフェニ

ックスコンサルティングジャパン(株) 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番６号晴花ビル９階 

代表取締役 川畑 優 03-6661-7163 03-6661-7164 

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、自動体外式除細動器、その他                   

委託 医療業務、その他                       

3748 センダイメイバン (株) 仙台銘板 

宮城県仙台市宮城野区中野五丁目８番地の５ 

代表取締役 渥美 幸二 022-388-7334 022-388-7352 

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割３７６番地 

所長 千葉 大 019-698-3710 019-698-3715 

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、シ

ート、安全靴、その他 繊維・ゴム類 たたみ 計測

実験検査機器 はかり、メーター類、その他 計測実

験検査機器 測量機器、測定機器、その他 計測実験

検査機器 検査機器、その他 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 機

械器具 電動工具、発電機、エアーコンプレッサー、

洗浄機、ドローン 機械器具 無線機器 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 ヘルメット、防火衣、半てん、消防

訓練服、避難器具、ガス漏れ警報器、火災警報器、非

常食、その他 

3749 ダイワカセイ 大和化成(株) 

大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 

代表取締役 伊藤 秀之 06-6767-3133 06-6767-3033 

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、図書用品、印章 事務用品 紙折

機、裁断機、シュレッダー 家具 家具、学校机・椅

子 医療用機器 医療機器 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、感染症対

策用品 電気機器 家庭用電気機器 消防・保安器材 

その他 消防・保安器材 その他 薬品 医療用薬品 

薬品 除草剤、肥料 

3750 タザワヨウシテン (株)田澤洋紙店 

岩手県盛岡市中野二丁目１５番８号 

代表取締役 田中 康友 019-624-3355 019-622-7655 

事務用品 事務用紙類、トイレットペーパー、紙袋、（紙

類）その他                       

3751 チイキケイカク 合同会社地域計画 

岩手県紫波郡紫波町片寄字日当２６番地１ 

代表社員 熊谷 智義 019-601-2363  

委託 調査・統計、その他                       

3752 チバネンリョウテン (有)千葉燃料店 

岩手県岩手郡雫石町長畑１９６番地４ 

代表取締役 千葉 茂人 019-692-1414 019-692-0121 

暖房機器 ストーブ・ファンヒーター、その他 燃料

・エネルギー関係 オイル 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                 

3753 トウキョウショウコウリサーチ (株)東京商工リサーチ 

東京都千代田区大手町一丁目３番１号 

代表取締役 河原 光雄 03-6910-3111 03-5221-0700 

岩手県盛岡市菜園一丁目１２番１８号 

支店長 花輪 康弘 019-651-4511 019-654-8846 

委託 調査・統計                       

3754 トウコウショウジ 東鉱商事(株) 

茨城県日立市幸町一丁目３番８号 

代表取締役 瀧 俊美 0294-22-1172 0294-22-1798 

岩手県北上市流通センター２２－７ 

部長 千葉 呈行 0197-68-2971 0197-68-2974 

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 薬品 工業用薬品                   
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3755 トウホクエヌティエス (有)東北エヌテイエス 

岩手県盛岡市三ツ割五丁目１７番２３号 

代表取締役 佐々木 愛美 019-665-2227 019-665-2228 

その他 案内板、看板                       

3756 トーテツシゲン トーテツ資源(株) 

青森県八戸市大字河原木字海岸１７番地８ 

代表取締役 工藤 敦 0178-28-5151 0178-28-5190 

委託 産業廃棄物（運送・運搬）                       

3757 トショカンソウゴウケンキュウジョ (株)図書館総合研究

所 

東京都文京区大塚三丁目１番１号 

代表取締役 小澤 嘉謹 03-3943-7101 0120-33-7659 

委託 調査・統計、その他                       

3758 トップクルー (株)トップクルー 

岩手県宮古市根市第２地割３３番地２ 

代表取締役 古舘 裕三 0193-62-5831 0193-64-1154 

機械器具 ドローン                       

委託 航空写真・ドローン空撮                       

3759 ニホンムセン 日本無線(株) 

東京都中野区中野四丁目１０番１号 

代表取締役 小洗 健 03-6832-1721 03-6832-0436 

岩手県盛岡市内丸１６番１５号 

所長 菊谷 淳 019-654-3288 019-622-4679 

機械器具 無線機器                       

委託 システム・ソフト開発 委託 通信機器                     

3760 ハガクレフード ハガクレフード(株) 

東京都港区芝四丁目１３－３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

代表取締役 大隈 太嘉志 03-3457-3300 03-3457-3311 

山形県東置賜郡高畠町大字高畠７９１ 大町ハイツ１号棟 

東北支店長 鈴木  紀之 0238-27-0655 0238-27-0657 

委託 調理業務                       

3761 パレオラボ (株)パレオ・ラボ 

埼玉県戸田市下前一丁目１３番２２号 

代表取締役 中村 賢太郎 048-446-2345 048-444-7756 

委託 調査・統計                       

3762 ビーエムエル (株)ビー・エム・エル 

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２１番３号 

代表取締役社長 近藤 健介 03-3350-0111 03-3350-1180 

岩手県盛岡市羽場１３地割３０－３ 

営業所長 工藤 康武美 019-614-0870 019-639-3081 

委託 医療用機器 委託 臨床検査                     

3763 ピーサポトウホク (株)Ｐサポ東北 

岩手県花巻市西宮野目第５地割９６番地２ 

代表取締役社長 葛巻 徹 0198-29-6672 0198-29-6673 

委託 データ入力業務 委託 ポスティング 委託 催

事企画運営、調査・統計                   

3764 フジセイホリウチ (株)富士清ほりうち 

青森県青森市大字野木字野尻３７番地２７９ 

代表取締役社長 倉田 昌直 017-739-1234 017-739-8707 

岩手県紫波郡矢巾町大字赤林第７地割９３－５ 

盛岡営業所所長 中村 英司 019-611-0800 019-611-0801 

その他 自動販売機（飲料等）                       

3765 ブランドプロモーションセンリャクケンキュウジョ (株)

ブランド・プロモーション戦略研究所 

東京都港区芝大門二丁目３番７号ＤО芝大門ビル２階２０２号 

代表取締役 佐藤誠一郎 03-6689-6028 03-6689-9482 

委託 調査・統計、その他                       

3766 ブリヂストンタイヤタイヤサービスイワテ (株)ブリヂス

トンタイヤサービス岩手 

岩手県盛岡市津志田町一丁目５番２１号 

代表取締役  高（はしごたか）橋  瑞彦  019-635-9255 

019-635-5180 

岩手県滝沢市牧野林１０１１番８ 

店長 山内 絢也 019-699-3888 019-687-6128 

車両 カー用品、タイヤ類、その他                       

3767 フルキャスト (株)フルキャスト 

東京都品川区西五反田八丁目９番５号 

代表取締役社長 坂巻 一樹 03-4530-4840 03-4530-4865 

委託 受付・展示物案内 委託 データ入力業務 委

託 調査・統計、人材派遣、その他                   
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3768 プロテック (株)プロテック 

兵庫県西宮市室川町１２番３号 

代表取締役 小前 喜敬 0798-72-3555 0798-72-3558 

委託 その他 売払い その他                     

3769 マルゼン (株)マルゼン 

東京都台東区根岸二丁目１９番１８号 

代表取締役 渡辺 恵一 03-5603-7111 03-5603-7738 

岩手県盛岡市永井１６－７３－２ オーエスビル２階 

所長 斉藤 俊明 019-639-4411 019-639-4413 

厨房機器 家庭用厨房機器 厨房機器 業務用厨房機

器 厨房機器 食器、厨房用品                   

3770 ライト ア ライト (株)ライト・ア・ライト 

岩手県盛岡市津志田南二丁目１３番３８号 

代表取締役 菊地 健二 019-681-0713 019-681-7014 

委託 催事企画運営、広告・宣伝、印刷物の企画編集、

映像・記録                       

3771 リクルート (株)リクルート 

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 

代表取締役社長 北村 吉弘 03-5560-2198 03-5560-3473 

教材教具 その他                       

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

3772 ルネサンス (株)ルネサンス 

東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 

代 表 取締 役社 長執 行 役員  岡本  利 治  03-5600-5408 

03-6894-0022 

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

委託 その他                       

3773 レオック (株)ＬＥＯＣ 

東京都千代田区大手町一丁目１番３号 

代表取締役 田島 利行 03-5220-8573 03-4570-5206 

委託 調理業務                       

3774 レスターコミュニケーションズ (株)レスターコミュニケ

ーションズ 

東京都品川区北品川五丁目９番１１号 

代表取締役 尾崎 享 03-3445-2081 03-5449-6670 

宮城県仙台市青葉区一番町１－１－８ 

営業所長 細谷 小太郎 022-726-8781 022-726-8788 

電気機器 家庭用電気機器、その他 電気機器 放送設

備、舞台音響設備、映像設備                     

修繕 電気機器、コンピュータ機器                       

3775 ワーク (株)ワーク 

岩手県盛岡市大通三丁目２番８号岩手金属工業会館２Ｆ 

代表取締役社長 花塚 勇三郎 019-623-9801 019-623-9800 

委託 システム・ソフト開発、データ入力業務、その

他 委託 通信機器、コンピュータシステム、その他 

借入れ その他                   

 

 


