建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

所

1000890 アール・エー・ビー開発㈱

青森市第二問屋町三丁目2-35

1000416 アイサワ工業㈱東北支店

仙台市青葉区本町三丁目5-22

1000630 ㈱アイシーエス

盛岡市松尾町17-8

1000627 愛知時計電機㈱青森営業所

青森市花園二丁目9-23

1000723 青木あすなろ建設㈱東北支店

仙台市太白区長町三丁目7-13

1000733 ㈱青建防水工業

青森市大字新城字山田675-27

1000893 あおみ建設㈱東北支店

宮城県仙台市青葉区大町二丁目9-13

1000694 青森県塗装事業(同)

青森市本町二丁目10-8

1000840 ㈲青森地盤研究所

青森市中佃三丁目13-9

1000950 青森綜合警備保障㈱

青森市第二問屋町三丁目1-63

1000593 青森ニチレキ㈱

十和田市大字三本木字野崎40－75

1000657 青森ホーチキ㈱八戸営業所

八戸市青葉二丁目10-1

1000715 青森三菱電機機器販売㈱

青森市中央一丁目23-4

1000531 青森ユアサ電池販売㈱八戸支店

八戸市城下三丁目14-23

1000900 昱㈱東北支店

仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1

1000543 昱機電㈱

向洋電機事業所

青森営業所

1000692 ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ東北支店

マンション如水106号
仙台長町ビル

青森市大字筒井字八ツ橋73-8
仙台市青葉区一番町一丁目9-1

1000866 ㈱アペック

青森市大字油川字千刈127-10

1000415 ㈱安部日鋼工業東北支店

仙台市青葉区国分町一丁目6-18

1000489 ㈱安藤・間東北支店

仙台市青葉区片平一丁目2-32

1000849 ㈱石垣

仙台市青葉区本町二丁目1-29

東北支店

1000971 石田電気工業㈱

七戸町字宇道坂9-5

1000976 ㈱植木組東北支店

仙台市青葉区国分町三丁目3-5

1000571 ㈱ウォーターエージェンシー東北北営業所

盛岡市三本柳7地割11番地13

1000639 ㈱ウォーターテック北日本支店

仙台市宮城野区榴岡二丁目2-10（セントール
ビル）

1000595 エヌエス環境㈱東北支社

仙台市宮城野区中野二丁目3-2

1000664 ㈱ＮＴＴ東日本-東北

仙台市若林区五橋三丁目2-1

1000854 荏原実業㈱北東北営業所

盛岡市盛岡駅前通15-19

1000553 荏原商事㈱東北支店

仙台市青葉区大町一丁目1-8

1000649 ㈱荏原製作所東北支社

仙台市宮城野区榴岡二丁目5-30
1

盛岡フコク生命ビル

SFI仙台ビル

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

所

1000735 ㈱大阪

十和田市大字八斗沢字八斗沢191

1000925 ㈱大坂組

青森市大字諏訪沢字岩田51-1

1000491 ㈱大林組東北支店

仙台市青葉区上杉一丁目6-11
匂当台ビル内

1000462 ㈱大本組

仙台市青葉区二日町16-15

東北支店

日本生命仙台

1000943 ㈱オキタ工業

十和田市元町四丁目1-41

1000407 ㈱奥村組東北支店

仙台市青葉区堤通雨宮町2-25

1000428 奥山ボーリング㈱青森支店

青森市長島三丁目10-4

1000412 オリエンタル白石㈱東北支店

仙台市青葉区本町二丁目16-10

1000612 オルガノ㈱東北支店

仙台市青葉区本町一丁目11-1

1000901 オルガノプラントサービス㈱東北事業所

仙台市青葉区本町一丁目11-1
ビルディング4階

1000765 開成技術㈱

弘前市大字大清水一丁目2-7

1000490 鹿島建設㈱東北支店

仙台市青葉区二日町1-27

1000934 勝電気工業㈱

東北町字乙供63-236

1000445 釜淵造園建設㈱

田子町大字田子字七日市44

1000460 上北建設㈱

十和田市穂並町2-62

1000666 加茂川啓明電機㈱東北支店

仙台市太白区西中田五丁目13-13

1000839 萱場工業㈱

仙台市青葉区葉山町1-26

1000858 川北電気工業㈱東北支社

仙台市青葉区本町一丁目3-9

1000756 川村建設工業㈱

十和田市西二十一番町58-12

1000887 (有)環境プラント

弘前市大字城東中央一丁目5-7

1000573 管設備工業㈱

十和田市西一番町13-22

1000631 ㈱キタコン

弘前市大字宮川一丁目1-1

1000427 ㈱北日本ウエスターン商事

仙台市宮城野区扇町三丁目9-10

1000565 北日本管工業㈱

青森市桂木三丁目28-1

1000819 北日本機械㈱

盛岡市渋民字狐沢70-1

1000507 共栄産業㈱

十和田市大字大沢田字池ノ平1-304

1000568 共和化工㈱東北支店

仙台市青葉区立町1-3 広瀬通ＫＫビル
東京都台東区台東二丁目20-13
階
仙台市青葉区一番町四丁目6-1
タワービル

1000935 協和機電工業㈱東京支店
1000644 ㈱クボタ東北支社
1000871 クボタ機工㈱東北営業所

仙台市青葉区一番町四丁目6-1
2

ＨＦ仙台本町

古茂田ビル２
仙台第一生命

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

所

1000962 ㈱クボタ建設東北営業所

仙台市青葉区一番町4-6-1

1000493 ㈱熊谷組東北支店

仙台市青葉区上杉五丁目3-36

1000822 栗原工業㈱東北支社

仙台市青葉区本町一丁目11-1

1000578 ㈱栗本鐵工所東北支店

仙台市青葉区本町一丁目12-30
駅北ビル

1000499 経商事㈱

十和田市大字相坂字白上411

1000955 ㈱弘都電気

青森県弘前市大字高田字苺原95-7

1000487 ㈱鴻池組東北支店

仙台市青葉区中央二丁目9-27

1000663 ㈱小坂工務店

三沢市南町四丁目31-3469

1000426 小島建設㈱

田子町大字田子字田子4-30

1000647 コスモ工機㈱秋田営業所

秋田市下浜羽川字五郎池126-2

1000743 ㈱小松建設

十和田市大字相坂字高清水74-457

1000447 五洋建設㈱東北支店

仙台市青葉区二日町16-20
ザビル２階

1000483 紺野建設㈱

十和田市東二十三番町16-6

1000566 桜田設備工業㈱

十和田市元町西一丁目1-26

1000474 佐藤工業㈱東北支店

仙台市青葉区本町一丁目10-3

1000785 三光テクノ㈱青森営業所

青森市中央四丁目14-10

1000538 ㈱ＧＳユアサ東北支社

仙台市青葉区一番町三丁目1-1

1000912 ㈱ジーエス・ユアサ

フィールディングス東北支店

太陽生命仙台

二日町ホームプラ

仙台市太白区泉崎一丁目18-39

1000545 ㈱シーケンスサービス

青森市松森三丁目14-5

1000722 ㈲シール工業

青森市大字新城字山田675-27

1000790 ＪＦＥアドバンテック㈱

兵庫県西宮市高畑町3-48

1000577 ＪＦＥエンジニアリング㈱東北支店

仙台市青葉区中央一丁目6-35
台ビル内）

1000439 ㈱鹿内組

青森市大字野尻字今田97-1

1000705 島津システムソリューションズ㈱東京支店

東京都千代田区神田錦町1-3

1000478 清水建設㈱東北支店

仙台市青葉区木町通一丁目3-26

1000453 昭和コンクリート工業㈱青森営業所

青森市大字石江字岡部19-6

1000951 昭和電気㈱

上北郡七戸町字荒熊内149-5

1000624 シンク・エンジニアリング㈱

東京都目黒区自由が丘三丁目16-15

1000607 ㈱神鋼環境ソリューション東北支店

仙台市青葉区一番町一丁目2-25
ル

1000530 シンフォニアテクノロジー㈱東北営業所

仙台市青葉区中央二丁目11-19
3

（東京建物仙

仙台ＮＳビ

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

所

1000846 新菱工業㈱東北営業所

仙台市青葉区一番町四丁目6-1
ﾀﾜｰﾋﾞﾙ16階

1000652 ㈱水機テクノス盛岡営業所

盛岡市盛岡駅前通3-53

1000645 水道機工㈱東北支店

仙台市青葉区一番町二丁目10-17

1000601 水ingエンジニアリング㈱

仙台第一生命

仙台市宮城野区榴岡二丁目5-30
ビル

東北支店

ＳＦＩ仙台

1000880 住友重機械エンバイロメント㈱東北支店

仙台市青葉区一番町三丁目3-16

1000503 西武建設㈱東北支店

仙台市青葉区大町一丁目3-2

1000697 ㈱青北建設

三沢市六川目六丁目34-57

1000655 ㈱成和

宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉58

1000924 積水アクアシステム㈱東京事業所

東京都中央区築地四丁目7-5

1000479 ㈱錢高組東北支店

仙台市青葉区一番町四丁目7-17
内

1000419 仙建工業㈱盛岡支店

盛岡市盛岡駅前北通4-5

1000455 大管工業㈱

青森市大字諏訪沢字岩田50-4

1000495 大成建設㈱東北支店

仙台市青葉区一番町三丁目1-1

1000634 大泉開発㈱

青森市浪館前田四丁目10-25

1000480 大日本土木㈱東北支店

仙台市青葉区本町3-4-18

1000515 太平電気㈱八戸営業所

八戸市下長三丁目4-11

1000434 大豊建設㈱東北支店

仙台市青葉区一番町二丁目1-2
葉通りビル３階

1000865 太洋電設㈱

三沢市大字三沢字中平50-1

1000588 ㈱多久製作所東北グループ

仙台市若林区荒井四丁目26-2

1000411 ㈱竹中土木東北支店

仙台市青葉区国分町三丁目4-33

1000424 ㈱田中組

十和田市大字三本木字本金崎230-1

1000450 田中建設㈱

十和田市東一番町2-50

1000430 田中建設工業㈱

十和田市元町西二丁目12-1

1000461 ㈱工組

十和田市西ニ番町13-22

1000640 月島機械㈱仙台支店

仙台市青葉区本町一丁目11-2

1000753 ㈱鶴見製作所東北支店

仙台市若林区大和町四丁目9-11

1000423 鉄建建設㈱東北支店

仙台市青葉区本町一丁目12-7

1000613 ㈱電業社機械製作所東北支店

仙台市宮城野区榴岡四丁目5-22

1000417 東亜建設工業㈱東北支店

仙台市青葉区中央二丁目8-13

1000894 東海鋼管㈱仙台営業所

仙台市青葉区本町二丁目2-3
Ｆ
4

SS.仙台ﾋﾞﾙ

ＮＯＦ仙台青

SK仙台ビル

鹿島広業ビル8

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

所

1000589 東開工業㈱仙台営業所

仙台市青葉区栗生4-17-1
101号

1000485 東急建設㈱東北支店

仙台市青葉区国分町三丁目6-1

1000974 東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱

東京都港区海岸一丁目2-3

1000599 東京計器㈱仙台営業所

仙台市宮城野区榴岡四丁目12-12
ル

1000946 ㈱東光高岳東北支社

仙台市宮城野区榴岡三丁目4-18

1000730 ㈱東酸

青森市原別五丁目11-56

1000524 東芝インフラシステムズ㈱東北支社

仙台市青葉区本町二丁目1-29

1000835 東芝プラントシステム㈱東北支社

仙台市青葉区国分町二丁目2-2

1000529 東新工機㈱青森営業所

青森市本町五丁目6-2

1000853 東テク㈱青森営業所

青森市篠田一丁目26-23

1000433 東鉄工業㈱東北支店

宮城県仙台市青葉区中央三丁目10-19

1000432 東北ボーリング㈱青森営業所

弘前市大字高田1丁目9-3

1000418 東洋建設㈱東北支店

仙台市青葉区中央二丁目9-27
通7F

1000567 東陽工業㈱

十和田市大字赤沼字下平595-1

1000550 東洋電機製造㈱

東京都中央区八重洲一丁目4-16

1000897 ㈱トーケミ

大阪市淀川区田川北一丁目12-11

1000492 戸田建設㈱東北支店

仙台市青葉区一番町三丁目3-6

1000420 飛島建設㈱東北支店

仙台市青葉区柏木一丁目1-53

1000798 友住設備工業㈱

十和田市東十六番町51-20

1000574 ドリコ㈱東北支店

仙台市青葉区二日町12-30

1000604 ㈱酉島製作所仙台支店

仙台市青葉区中央二丁目9-27

1000570 十和田水道設備㈱

十和田市西三番町21-7

1000517 ㈱ナカボーテック東北支店

仙台市青葉区本町一丁目11-1

1000801 ㈱中屋敷建設

三沢市深谷二丁目94-303

1000947 浪岡電設㈲

三沢市大字三沢字園沢219-4

1000618 ㈱西衡器製作所

青森市新町二丁目6-20

1000665 ㈱西原環境東北営業所

仙台市太白区長町南三丁目37-13

1000413 西松建設㈱北日本支社

仙台市青葉区大町二丁目8-33

1000635 ㈱日研工営

青森市佃二丁目1-10

1000540 日新電機㈱東北支店

仙台市青葉区中央二丁目9-27 ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱ広瀬
通6階
5

マロンセブンＢ

MB小田急ビ

ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱ広瀬

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号

業

者

名

住

1000654 日水産業㈱関東事業所

埼玉県桶川市川田谷3812

1000629 日東通信㈱青森支店

青森市富田四丁目28-15

1000414 日特建設㈱青森営業所

青森市堤町二丁目1-7

所

青森市長島二丁目10-3 青森フコク生命ビル8
階
青森市浪館前田三丁目6-62（みのりハウス
Ⅰ）

1000623 日本電気㈱青森支店
1000773 ㈱日本ピーエス青森営業所
1000650 日本原料㈱

神奈川県川崎市川崎区東田町1-2

1000403 日本国土開発㈱青森営業所

青森市松原三丁目14-5-407

1000527 日本防蝕工業㈱東北支店

仙台市青葉区大町二丁目15-28
1F

1000956 能代電設工業㈱

秋田県能代市浜通町1-45

1000410 ㈱ピーエス三菱青森営業所

青森市千刈一丁目21-8

1000981 ㈱B･Fﾘﾊﾞｲﾌﾞ

青森市富田四丁目16-1

1000626 東日本電信電話㈱青森支店

青森市橋本二丁目1-6

1000982 ㈱日立インダストリアルプロダクツ北部支店

仙台市青葉区一番町四丁目1-25

1000523 ㈱日立製作所東北支社

仙台市青葉区一番町四丁目1-25
クエア

1000660 日立造船㈱東北支社

仙台市青葉区中央一丁目6－35

1000808 ㈱日立ビルシステム東日本支社

仙台市青葉区一番町三丁目1-1

1000975 ㈱日立プラントサービス東北支店

仙台市青葉区中央四丁目6-1

1000431 ㈱福田組東北支店

仙台市青葉区大町二丁目10-14

1000500 ㈱福萬組

十和田市東十三番町15-27

1000952 ㈱フジクリーン青森

青森市港町一丁目20-21

1000475 ㈱フジタ東北支店

仙台市宮城野区榴岡三丁目7-33

1000771 ㈱藤林商会

藤崎町大字久井名舘字早稲田295-2

1000548 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱北日本支店

仙台市青葉区一番町二丁目7-17

1000648 ㈱フソウ東北支店

仙台市青葉区一番町四丁目6-1

1000875 扶桑電通㈱青森営業所

青森市長島二丁目13-1

1000451 ㈱不動テトラ東北支店

仙台市青葉区国分町一丁目6-9

1000959 フルテック㈱青森支店

青森市中佃一丁目3-6

1000936 ㈱ﾍﾞﾙﾃｸﾉ

名古屋市中区錦三丁目5-27

1000961 北斗建設㈱

青森市大字石江字岡部76-1

1000833 ㈱前澤エンジニアリングサービス東北営業所

仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1
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1000642 前澤工業㈱東北支店

仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1

1000497 前田建設工業㈱東北支店

仙台市青葉区二日町4-11

1000468 前田製管㈱青森支店

青森県青森市妙見3-3-30

1000443 ㈱舛沢興業

十和田市西三番町21-10

1000512 丸井重機建設㈱

十和田市大字三本木字千歳森357-1

1000585 ㈱丸島アクアシステム盛岡営業所

盛岡市菜園1-3-6

1000457 三浦建設㈱

田子町大字田子字小沼13-1

1000879 ㈲みさわ塗装

三沢市美野原一丁目11-11

1000815 ㈱ミゾタ仙台支店

仙台市青葉区二日町8-6

1000736 三田建材運輸㈱

田子町大字田子字小沼12-3

1000963 ㈱みちのくクボタ青森事業所

南津軽郡藤崎町大字常盤字五西田72-4

1000494 三井住友建設㈱東北支店

仙台市青葉区花京院二丁目1-14

1000521 三菱電機㈱東北支社

宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1-20

1000620 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱東北支社

仙台市青葉区花京院一丁目1-20

1000546 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱東日本本部東北支社

仙台市青葉区花京院一丁目1-20

1000473 ㈱みどり

十和田市大字相坂字高清水78-455

1000405 みらい建設工業㈱青森営業所

八戸市河原木字北沼51

1000541 美和電気工業㈱八戸営業所

八戸市北インター工業団地一丁目1-44

1000932 ㈱ミワ電工

五所川原市大字漆川字袖掛153-14

1000501 ㈱村上組

弘前市大字藤代一丁目2-1

1000977 村本建設㈱東北支店

仙台市青葉区五橋二丁目11-1

1000942 ㈱明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

盛岡市本宮四丁目1-10

盛岡営業所

1000522 ㈱明電舎盛岡営業所

盛岡市中央通二丁目2-5

1000698 明和工業㈱仙台営業所

仙台市太白区長町七丁目1-23

1000851 メタウォーター㈱東北営業部

仙台市青葉区一番町一丁目9-1
タワー

1000580 ㈱森田鉄工所東京営業支店

東京都千代田区岩本町一丁目8-15

1000752 森松工業㈱東北営業所

宮城県仙台市青葉区柏木一丁目4-37

1000406 ㈱森本組東北支店

仙台市青葉区一番町二丁目1-2

1000516 ㈱安川電機東北営業所

仙台市太白区郡山5-7-23

1000526 山大機電㈱

青森県青森市大字荒川字藤戸133-3
7

仙台トラスト

建設工事（圏域外）５０音順
業者番号
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業

者
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住

東北支店

所

大崎市古川駅東一丁目5-11

1000806 ヤンマーエネルギーシステム㈱青森営業所

青森市港町二丁目5-12

1000525 ㈱ユアテック八戸営業所

八戸市大字河原木字高館前67-1

1000928 ㈱ユアテックサービス

八戸営業所

八戸市大字河原木字高館前67-1

1000422 ユニオン建設㈱盛岡支店

盛岡市盛岡駅西通二丁目16-25

1000933 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱東北支店

仙台市太白区富沢一丁目9-5

1000505 ライト工業㈱青森営業所

青森市大字浜田字豊田385

1000892 ㈱りけん

札幌市西区宮の沢三条五丁目6-26

1000646 理水化学㈱仙台支店

仙台市青葉区北目町1-18

1000409 りんかい日産建設㈱東北土木支店

仙台市青葉区北目町6-8

1000984 ㈲ループ

三沢市大字三沢字上屋敷163-63

1000859 六ヶ所エンジニアリング㈱

六ケ所村大字尾駮字上尾駮22-258

1000408 若築建設㈱東北支店

仙台市青葉区本町二丁目10-28

1000609 ワセダ技研㈱

東京都中央区東日本橋二丁目24-14
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