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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

1 アール・エー・ビー開発㈱ 青森市第二問屋町三丁目2-35

2 ㈱ｱｰﾙ･ｴｰ･ﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽ八戸支店 八戸市根城五丁目5-27

3 ㈱ＩＨＩ原動機東北支店 仙台市青葉区柏木一丁目2-45

4 ㈱アイシーエス 盛岡市松尾町17-8

5 愛知時計電機㈱青森営業所 青森市花園二丁目9-23　マンション如水106号

6 アイテック㈱東北支店
仙台市青葉区花京院二丁目1-65　いちご花京院ビル
８階

7 ㈱青森共同計算センター八戸支店 八戸市城下一丁目12-1

8
(社福）青森県コロニー協会　青森コロニー印刷　八
戸営業所

八戸市下長六丁目11-13

9 青森県石油商業組合八戸支部 八戸市大字白銀町字三島下95　八戸水産会館　4階

10
一般財団法人青森県薬剤師会　食と水の検査セン
ター

青森市大字野木字山口164-43

11 青森綜合警備保障㈱八戸支社 八戸市北インター工業団地三丁目2-113

12 ㈱青森ﾀﾞｲﾊﾂﾓｰﾀｰｽ八戸卸ｾﾝﾀｰ店 八戸市卸センター一丁目17-32

13 ㈱青森電子計算センター 青森市大字三内字丸山393-270

14 青森トヨペット㈱八戸本店 八戸市卸センター一丁目17-28

15 青森日産自動車㈱八戸店 八戸市城下四丁目3-18

16 青森ホーチキ㈱八戸営業所 八戸市青葉二丁目10-1

17 青森みちのく警備保障㈱八戸営業所 八戸市沼館一丁目3-38

18 青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 八戸市下長三丁目19-5

19 青森三菱電機機器販売㈱八戸支店 八戸市卸センター二丁目7-28

20 青森ユアサ電池販売㈱八戸支店 八戸市城下三丁目14-23

21 昱機電㈱　向洋電機事業所　青森営業所 青森市大字筒井字八ツ橋73-8

22 ㈱アクアテック　関東営業所 東京都品川区南品川四丁目4-17　品川サウスタワー

23 ㈲アクト 青森市金浜字稲田57-18

24 ㈱朝日印刷 三沢市本町四丁目31-224

25 アジア航測㈱青森営業所 青森市古川一丁目21-11　（第二須藤ビル）

26 アズビル金門㈱青森営業所 青森市合浦一丁目10-3

27 ㈱石沢工業八戸営業所 八戸市大字田面木字上田面木28-2

28 いすゞ自動車東北㈱青森支社八戸支店 八戸市桔梗野工業団地二丁目6-20

29 いであ㈱東北支店 仙台市青葉区錦町一丁目1-11
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

30 岩手県北自動車㈱南部支社 八戸市大字是川字二ツ屋6-79

31 イン・エックス㈱ 東京都台東区駒形二丁目5-6

32 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｪﾈｯﾂ㈱ 東京都港区海岸三丁目20-20　ﾖｺｿｰﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾜｰ

33 ㈱ウォーターエージェンシー東北北営業所 盛岡市三本柳7-11-13

34 ㈱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

35 ㈲Ａｂｅｓｔ 酒田市広岡新田字前林475-2

36 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目6-1

37 ＮＥＣｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱営業統括本部 東京都江東区新木場一丁目18-7

38 エヌエス環境㈱八戸営業所 八戸市城下四丁目21-18

39 ㈱ＮＪＳ青森出張所 青森市中佃一丁目27-35

40 ㈱ＮＴＴドコモ東北支社 仙台市青葉区上杉一丁目1-2

41 ㈱ＮＴＴ東日本－東北　青森支店 青森市橋本二丁目1-6

42 荏原実業㈱北東北営業所 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19

43 ㈱荏原製作所仙台支店 仙台市若林区卸町東四丁目4-30

44 ㈱Ｍ’ｓジャパン　東北支店 宮城県名取市箱塚一丁目11-14

45 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱青森支店 青森市堤町二丁目1-3　あおばﾋﾞﾙ4F

46 ㈱大坂組 青森市大字諏訪沢字岩田51-1

47 大崎データテック㈱ 東京都品川区東五反田二丁目1-10

48 オリジナル設計㈱青森営業所 青森市自由ケ丘一丁目8-1

49 釜淵造園建設㈱ 田子町大字田子字七日町44

50 川口印刷工業㈱八戸営業所 八戸市日計一丁目2-52

51 ㈱環境工学 弘前市城東中央三丁目4-17

52 環境電子㈱ 福岡市早良区田隈二丁目17-1

53 ㈲環境プラント 弘前市大字城東中央一丁目5-7

54 環境保全㈱八戸営業所 八戸市根城二丁目21-2

55 ㈱管総研　東京支店 東京都中央区日本橋本石町三丁目3-10

56 木田㈱八戸営業所 八戸市卸センター一丁目14-27

57 ㈱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

58 北日本石油㈱八戸販売支店 八戸市新湊三丁目6-12
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

59
キヤノンシステムアンドサポート㈱青森営業部　八
戸営業所

八戸市大字新井田字鷹清水5

60 ㈱ぎょうせい東北支社 仙台市青葉区錦町一丁目6-31

61 ㈱クボタ　東北支社
仙台市青葉区一番町四丁目6-1　仙台第一生命タワー
ビル

62 ㈱ｸﾎﾞﾀﾊﾟｲﾌﾟﾃｯｸ東京支店 船橋市栄町二丁目16-1

63 ㈱栗本鐵工所東北支店 仙台市青葉区本町一丁目12-30

64 クリモトパイプエンジニアリング㈱ 大阪市住之江区泉二丁目1-64

65 ㈱江東微生物研究所盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目2-17

66 国際航業㈱青森営業所 青森市東造道三丁目6-3　テーオー小笠原ビル

67 コスモ工機㈱秋田営業所 秋田市下浜羽川字五郎池126-2

68 ㈱コスモリサーチ東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目15-8

69 小林クリエイト㈱盛岡営業所 盛岡市中央通二丁目2-5

70
コマツカスタマーサポート㈱東北カンパニー八戸支
店

八戸市北インター工業団地二丁目100-15

71 ㈱ｻｲｷﾅﾝﾊﾞ-ﾜﾝ八戸 八戸市大字長苗代字狐田45-3

72 ㈱サンアメニティ八戸営業所 八戸市大字中居林字綿ノ端38-5

73 ㈱サンエイ　東北うみねこ営業所 八戸市高州一丁目7-8　サンコーポ高州105号室

74 ㈱産業公害・医学研究所八戸分室 八戸市大字河原木字浜名谷地76

75 ㈱三幸堂ビジネス八戸支店 八戸市八太郎二丁目1-5

76 三盛石油㈱八戸営業所 八戸市田面木字前田表30-2

77 ㈱サンリーク東北営業所 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目13-1　７Ｆ

78 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１

79 ㈱ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝ･ﾅﾑﾃｯｸ 東京都千代田区麹町五丁目4

80 ㈱シバタ医理科八戸営業所 八戸市大字白銀町字堀ノ内3-1

81 ㈱島津製作所東北支店 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12階

82 ジャパンエレベーターサービス城西㈱ 新宿区新宿六丁目29-8

83 昭和電気㈱ 七戸町字荒熊内149-5

84 ㈱新印刷興業　八戸営業所 八戸市根城六丁目14-17　ファセリアＮ　Ｋ号

85 ㈱新菱八戸工場 八戸市江陽三丁目1-109

86 ㈱水機テクノス盛岡営業所 盛岡市盛岡駅前通15-20

87 水道機工㈱東北支店 仙台市青葉区一番町2丁目10-17
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

88 ㈱水道産業新聞社東京本社
東京都港区西新橋三丁目5-2（西新橋第一法規ビル7
階）

89 水道マッピングシステム㈱ 東京都新宿区内藤町87

90 水ingＡＭ㈱　東北支店 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5-30

91 水ingエンジニアリング㈱東北支店 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5-30

92 住友重機械エンバイロメント㈱東北支店 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3-16

93 ㈱青工八戸支店 八戸市長苗代字前田91-1

94 ㈱青南商事八戸支店 八戸市桔梗野工業団地二丁目10-36

95 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前一丁目5-1

96
㈱ゼンリン 事業統括本部総合販売本部東北第二ｴﾘｱ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ八戸ｻｰﾋﾞｽｾ

八戸市大字廿三日町10　石万ビル3階

97 第一開明㈱八戸営業所 八戸市桔梗野工業団地三丁目7-35

98 第一環境㈱　東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目6-1

99 第一物産㈱八戸支店 八戸市八太郎五丁目21-3

100 大成機工㈱東北支店 仙台市青葉区花京院二丁目1-65

101 太平ビルサービス㈱八戸支店 八戸市北白山台二丁目2-22

102 橘工業㈱八戸営業所 八戸市沼館一丁目20-2

103 地中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱東北営業所 仙台市青葉区国見六丁目23-23-101

104 ㈱データベース東京支店 東京都中央区日本橋本町二丁目8番12号

105 ㈱テクノスジャパン東北支店 仙台市太白区中田3-9-16-203

106 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田一丁目4-5

107 ㈱電算システム 岐阜市日置江一丁目58番地

108 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

109 ㈱東京設計事務所　青森事務所 青森市浪打一丁目13-8

110 東京テクニカル･サ－ビス㈱ 千葉県浦安市今川四丁目12-38-1

111 ㈱東京堂八戸店 八戸市類家四丁目22-20

112 東鉱商事㈱弘前営業部 平川市苗生松字川崎46-11

113 ㈱東酸八戸営業所 八戸市北インター工業団地一丁目8-11

114 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

115 東新化学㈱ 弘前市大字神田二丁目3-3

116 東新工機㈱青森営業所 青森市本町五丁目6-2
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

117 東テク㈱青森営業所 青森市篠田一丁目26-23

118 東北インテリジェント通信㈱ 仙台市青葉区一番町三丁目7-1

119 東北化学薬品㈱八戸支店 八戸市沼館一丁目15-3

120 東北企業㈱青森営業所 青森市大字矢田前字弥生田9-3

121 東北公営企業㈱ 盛岡市中太田屋敷田103-3

122 一般財団法人東北電気保安協会青森事業本部 青森市浜館二丁目13-1

123 ㈱東北日立八戸支店 八戸市北インター工業団地三丁目2-90

124 ㈲東北ビル綜合管理八戸支店 八戸市城下一丁目6-2

125 東北緑化環境保全㈱八戸支社 八戸市河原木字宇兵エ河原1-1

126 ㈱東北漏水 仙台市太白区長町八丁目11-25

127 東洋計器㈱青森営業所 八戸市東白山台二丁目35-1-B102

128 ㈱東洋設計事務所東北支所 仙台市青葉区二日町2-21

129 東和電材㈱　八戸営業所 八戸市類家四丁目11-7

130 ㈱トーケミ仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡三丁目11-6

131 TOTO東北販売㈱北東北支店 八戸市城下三丁目8-4

132 トヨタＬ＆Ｆ青森㈱八戸営業所 八戸市河原木字北沼15-10

133 ㈱酉島製作所仙台支店 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13階

134 ㈱ナカノアイシステム青森営業所 弘前市大字駅前町6-15　ＳＫビル２Ｆ

135 ㈱成瀬理工八戸営業所 八戸市北白山台二丁目12-12

136 ㈱西衡器製作所八戸支店 八戸市卸センター一丁目5-16

137 ㈱西原環境東北営業所 仙台市太白区長町南三丁目37-13

138 ㈱ニッコク青森営業所 青森市小柳一丁目19-20

139 日産プリンス青森販売㈱八戸店 八戸市大字長苗代字二日市6-1

140 ㈱日新技術コンサルタント青森出張所 青森市桜川二丁目21-7

141 日新電機㈱東北支店 仙台市青葉区中央二丁目9-27

142 ㈱日水コン青森事務所 青森市幸畑三丁目13-6

143 日水産業㈱関東事業所 埼玉県桶川市川田谷3812

144 日鉄環境㈱釜石センター 釜石市鈴子町23-15

145 日東通信㈱青森支店 青森市富田四丁目28-15
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

146 日本電気㈱青森支店 青森市古川二丁目20-3　朝日生命青森ビル3階

147 ㈱日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台一丁目19-11

148 日本原料㈱ 川崎市川崎区東田町1-2

149 日本水機調査㈱
神戸市中央区海岸通一丁目1-1　神戸メリケンビル
304号

150 日本水道管路㈱東北支店 石巻市開成1-18

151 日本水道サービス㈱ 山形県米沢市万世町桑山1549-7

152 ㈱日本レップス東北営業所 仙台市泉区上谷刈五丁目11-23

153 ㈱日本漏防ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ東北営業所 仙台市太白区富沢一丁目9-1　エクセル富沢105

154 ノダック㈱ さいたま市南区文蔵三丁目28-6

155 橋爪商事㈱三戸支店 三戸町大字目時字中野31-4

156 ㈱パシフィックソーワ東北支店 八戸市大字河原木字北沼1-1

157 ㈱パスコ青森支店 青森市長島二丁目13-1

158 東日本電信電話㈱青森支店 青森市橋本二丁目1-6

159 東日本漏水調査㈱ 山形県米沢市窪田町藤泉1446-1

160 ㈱ヒグチ八戸支店 八戸市下長四丁目5-4

161 ㈱ビジネスサービス八戸支店 八戸市大字糠塚字下道16

162 ㈱日立システムズ東北支社 仙台市青葉区本町二丁目15-1

163 ㈱日立製作所東北支社 仙台市青葉区一番町四丁目1-25

164 ㈱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

165 ㈱ヒロタ八戸営業所 八戸市小中野二丁目9-3　ｻﾝｺｰﾎﾟﾗｽG

166 フジ地中情報㈱北東北支店 盛岡市高松二丁目17-24

167 フジテコム㈱北日本支店 仙台市青葉区本町一丁目12-12

168
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱青
森営業所

青森市本町一丁目2-15

169 藤村機器㈱八戸支店 八戸市沼館一丁目18-30

170 扶桑電通㈱青森営業所 青森市長島二丁目13-1　AQUA青森ｽｸｴｱﾋﾞﾙ

171 フルテック㈱八戸営業所 八戸市石堂一丁目30-5

172 北海道地図㈱青森営業所 青森市長島二丁目13-1　アクア青森スクエアビル

173 前澤給装工業㈱青森営業所 青森市堤町二丁目1-7　堤町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱﾋﾞﾙ3F

174 前澤工業㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1
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圏域外物品等業者一覧表（50音順）

番号 業　者　名 住　　　所

175 ㈱ミズコム 宮城県仙台市泉区高森7-17-11

176 ㈱三田商店八戸営業所 八戸市田面木字前田表30-2

177 三谷コンピュータ㈱ 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

178 ㈱みちのく計画 青森市浜館一丁目14-3

179 みちのくリース㈱八戸支店 八戸市沼館一丁目4-13

180 ㈱三亥八戸工販 八戸市八太郎一丁目5-8

181 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

182 三菱電機ビルテクノサービス㈱東北支社 仙台市青葉区花京院一丁目1-20　花京院スクエア内

183
三菱電機プラントエンジニアリング㈱東日本本部東
北支社

宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1-20

184 ㈱みどり 十和田市大字相坂字高清水78-455

185 ミドリ安全青森㈱八戸支店 八戸市類家四丁目10-15

186 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

187 ㈱明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　盛岡営業所 盛岡市本宮四丁目1-10

188 ㈱明電舎盛岡営業所 盛岡市中央通二丁目2-5

189 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（仙台トラストタ
ワー）

190 ㈱森田鉄工所仙台営業所 仙台市太白区長町南3丁目15-7

191 山大機電㈱ 青森市大字荒川字藤戸133-3

192 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

193 ㈱ユアテック八戸営業所 八戸市大字河原木字高館前67-1

194 ㈱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

195 リオンサービスセンター㈱ 東京都八王子市兵衛二丁目22-2

196 ㈱リクチ漏水調査東北営業所 仙台市青葉区国見五丁目10-19

197 リコージャパン㈱青森支社青森営業部 青森市第二問屋町三丁目5-37

198 理水化学㈱仙台支店 仙台市青葉区北目町1-18

199 ㈱レンタルのニッケン八戸営業所 八戸市八太郎五丁目20-17

200 ワールドウォーターバッグ㈱ 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目6-23

201 渡辺パイプ㈱八戸サービスセンター 八戸市尻内町字島田11-4
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