
 

 

平成２７・２８年度工事等請負有資格業者名簿 

物 品 ・その他物 品 ・その他物 品 ・その他物 品 ・その他    
 

○ 登録内容 

別紙「営業種目・品目番号表」による。 

 

○ 記載順序 

商号等の５０音順に記載。 



営業種目・品目番号表

営業種目番号 営業種目番号
101 一般印刷物 1201 除雪車
102 フォーム印刷 1202 建設機械
103 地図印刷 1203 ポンプ
104 製本 1204 発電機
105 コピー・青写真 1209 その他の建設機器類
109 その他の印刷製本類

1301 農産・園芸用機器
201 文房具・事務用品 1302 畜産機器
202 オフィス家具 1303 林産・木工機器
203 金庫 1304 食品加工機器
204 事務機器 1309 その他の農畜林産機器類
209 その他の文具事務機器類

1401 ブイ
301 コンピュータ・周辺機器 1402 漁具
302 ネットワーク機器 1403 水槽
303 コンピュータソフトウェア 1409 その他の水産機器類
309 その他のコンピュータ類

1501 工作機器
401 ゴム印 1502 繊維機器
409 その他の印章類 1509 その他の工作機器類

501 コピー・印刷・フォーム紙 1601 自動販売・券売機
509 その他の用紙類 1602 駐車場機器

1609 その他の自動販売機・発券機類

601 診療診断・治療器具類
602 衛生検査器具類 1701 ガソリン・軽油
603 調剤器具類 1702 重油・灯油
604 車いす 1703 ガス
609 その他の医療・福祉機器類 1704 潤滑油

1709 その他の燃料・油脂類
701 医療用薬品
702 家庭薬 1801 制服・白衣
703 試験紙・試薬 1802 雨具・作業服
704 介護用品 1803 寝具
709 その他の医療品・衛生材料類 1809 その他の衣料・寝具類

801 カメラ 1901 金物
802 フィルム・写真材料 1902 台所用品
803 写真 1903 清掃用品
809 その他の写真用品類 1904 食器・花器

1909 その他の日用雑貨類
901 測量器具
902 測定器具 ２０　百貨 2001 デパート・総合商社
903 試験検査器具
909 その他の理化学機器類 2101 米穀

2109 その他の食料品類
1001 家電製品
1002 視聴覚機器 2201 肥料
1003 音響・映像・放送機器 2202 種苗・苗木
1004 無線機・無線装置 2203 畜産資材
1005 電話機 2204 林産資材
1006 電話交換機 2205 漁業資材
1007 照明装置 2206 工業薬品
1009 その他の電気・通信機器類 2209 その他の農林水産資材類

1101 小型・普通自動車 2301 土木資材
1102 軽自動車 2302 建築資材
1103 トラック 2303 管工事資材
1104 バス 2304 電気工事資材
1105 二輪車・自転車 2305 建具・表具
1106 船舶（総トン数20トン未満のもの） 2306 ガラス
1109 その他の車両船舶類 2307 塗料・溶剤類

2308 ダンボール・包装材料
2309 その他の建材資材類

３　コンピュータ
類

４　印章類

５　用紙類

６　医療・福祉機
器類

９　理化学機器
類

１０　電気・通信
機器類

品目番号

７　医薬品・衛生
材料類

８　写真用品類

１２　建設機器
類

１３　農畜林産
機器類

１４　水産機器
類

１５　工作機器
類

１　印刷製本類
品目番号

２　文房具・事務
機器類

２１　食料品類

１６　自動販売
機・発券機器類

１７　燃料・油脂
類

１８　衣料・寝具
類

１９　日用雑貨
類

１１　車両・船舶
類

２２　農林水産
資材類

２３　建材・資材
類



営業種目・品目番号表

営業種目番号 営業種目番号
2401 楽器 ３５　動物 3509 動物
2402 楽譜
2403 音楽ＣＤ・ビデオ 3601 交通安全用品
2409 その他の楽器・音楽用品 3602 警察装備

3603 警察機器
2501 美術品 3609 その他の警察用機器類
2502 工芸品
2503 美術工芸材料 3701 家具
2509 その他の美術・工芸品類 3702 じゅうたん

3703 畳
2601 運動器具・用具 3704 カーテン・ブラインド
2602 武道具 3709 その他の家具・木工具・室内装飾品

2603 レジャー用品
2609 その他の運動用品 3801 旗・どんちょう

3802 腕章・ステッカー
2701 書籍 3803 道路標識類
2702 出版物 3804 掲示板・表示板
2709 その他の書籍 3809 その他の看板・標識類

2801 時計・眼鏡・宝石・貴金属 3901 車両修繕
2802 記章・徽章類 3902 船舶修繕（総ｔ数20ｔ未満のもの）

2809 その他の時計・貴金属類 3909 その他の自動車修繕

2901 車両部品 ４０　その他修繕 4009 その他修繕
2902 船舶部品
2903 航空機部品
2904 整備機器
2909 その他の車両・船舶部品類

3001 防護用品
3002 防災用品
3003 救助用品
3009 その他の消防資材器具類

3101 履物
3102 バッグ
3103 皮革製品
3109 その他の靴・かばん類

3201 教材
3202 教育機器
3203 保育用教材
3204 遊具
3205 模型
3206 標本
3207 見本
3209 その他の教育用機器・教材類

3301 食器洗浄器
3302 調理器・調理台
3303 流し台
3304 ガス器具
3305 業務用冷凍庫
3309 その他の厨房機器類

3401 リサイクル・水処理装置
3402 焼却炉
3403 ボイラー・冷暖房機器
3404 浴槽・トイレ
3409 その他の冷暖房衛生器具類

上記分類に該当しない
もの（建物保守・維持管
理業務、警備、ソフトウェ
ア開発、漏水調査、廃棄
物処理、各種リース、イ
ベント企画等）

４１　その他 4109

３１　靴・かばん
類

３４　冷暖房衛
生器具類

３２　教育用機
器

３３　業務用厨
房機器類

注）下２桁が09の場合は（　　　）内に内容を簡潔に記
入してください。

不明な点がございましたら、
総務課管財契約係　　電話0248-42-2111（内線
256）
までお問合せください。

２７　書籍

３８　看板・標識
類

２８　時計・貴金
属類

２９　車両・船舶
部品類

３９　自動車修
繕

３０　消防資材
器具類

品目番号
２４　楽器・音楽
用品類

２５　美術・工芸
品類

３６　警察用器
具類

３７　家具・木工
具・室内装飾品
類

２６　運動用品
類

品目番号



登録登録登録登録
番号番号番号番号

商号等商号等商号等商号等 代表者職氏名代表者職氏名代表者職氏名代表者職氏名 所在地所在地所在地所在地 電話番号電話番号電話番号電話番号 登録内容登録内容登録内容登録内容
委任先委任先委任先委任先 委任先所在地委任先所在地委任先所在地委任先所在地 委任先電話番号委任先電話番号委任先電話番号委任先電話番号

011 ㈱アーバンライフ 代表取締役　熊谷勝美 郡山市富田町字上西田29-1 024-961-2900 4109(建物清掃、建築物環
境衛生管理）

211 ㈱アール・ケー・ビー 代表取締役　冬室利重 郡山市喜久田町菖蒲池22-599 024-963-0002 10

305 ㈱アールピーアイ栃木 代表取締役　室井忠顕 栃木県宇都宮市鶴田町1333-1 028-647-3166 4109(各種行政計画策定業
務、福祉社会部門：高齢者・
障害者・子ども子育て支援南東北事務所長　内海浩 喜多方市宮西2541-14 0241-24-5410

292 ㈱アイアールエス 代表取締役　牧野昭雄 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 03-3357-7181 4109(計画策定及び世論調
査等ｱﾝｹｰﾄ調査）

077 ㈱アイクリーン 代表取締役　紺野道昭 福島市陣場町2-20 024-521-6565 4109(機密・保存書類リサイ
クル業務),5,2

郡山センター所長　野田雅人 郡山市田村町上行合字西川原73 024-941-0610

147 愛知時計電機㈱ 取締役社長　神田廣一 愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 052-661-5151 4109(水道ﾒｰﾀ、計装機器）

仙台支店長　近藤雅律 宮城県仙台市宮城野区扇町6-1-19 022-258-1181

232 ㈱会津電気工事 代表取締役　佐藤脩一 会津若松市門田町大字日吉字小金井38-3 0242-27-1460 10,23,4109(電気・消防設備
保守点検）

228 ㈱アイデックス 代表取締役　菅原弘道 郡山市菜根5-3-12 024-931-5444 1,4109（各種事業計画策定
業務、ﾋﾞﾃﾞｵ・ｳェﾌﾞｻｲﾄ制
作）,38

024 アイネット㈱ 代表取締役　鈴木洋 会津若松市天神町30-52 0242-26-4934 4109(一人暮らし高齢者緊
急通報ｼｽﾃﾑ),10,30

196 IＢＪＬ東芝リース㈱ 代表取締役　工藤泰之 東京都港区虎ノ門1-2-6 03-5253-6760 4109（OA機器のﾘｰｽ・その
他LED照明、医療機器、空
調等ﾘｰｽ）

258 ㈱アオバ消毒 代表取締役　鬼怒川成一 いわき市平中山字柳町78-3 0246-23-0555 4109（飲料水貯水槽・配水
管清掃、害虫防除、建築物
環境衛生総合管理、産廃収

301 ㈱あかね福祉 代表取締役　田中けい子 白河市天神町49 0248-31-2551 6,7,4109（業務用洗濯設備）

取締役郡山営業所長　及川貴之 郡山市安積町荒井字雷神16-1 024-937-5022

265 ㈱秋田情報センター 代表取締役　本庄屋博文 秋田県秋田市山王3-8-34 018-862-4509 4109（ｼｽﾃﾑ開発・保守、ｼｽ
ﾃﾑ業務の運用・調査・ｺﾝｻﾙ
ﾃィﾝｸﾞ・電話納付案内）,3
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登録登録登録登録
番号番号番号番号
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090 アクアリサーチ㈱ 代表取締役　佐藤新悟 山形県米沢市金池5-6-29 0238-40-0911 4109（上水道の漏水調査）

159 アクリーグ㈱ 代表取締役　磯山左門 栃木県小山市大字外城81-9 0285-24-3933 2

福島営業所長　蜂須嘉一郎 郡山市大町2-12-13 024-953-3830

280 ㈲アサカサービスセンター 代表取締役　二宮瑠依子 郡山市安積町笹川字経坦45 024-945-2713 4109（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｺﾝｻﾙﾃィﾝ
ｸﾞ）

233 ㈱アサカ電設 代表取締役　松長鶴雄 郡山市大槻町字御花畑56 024-952-9981 10,23,4109（電気・消防設備
保守点検）

279 ㈱浅川電設 代表取締役　浅川誠吾 矢吹町善郷内42-2 42-2660 10,34,23

281 朝日航洋㈱ 代表取締役社長　立野良太郎 東京都江東区新木馬4-7-41 03-3522-7161 3,1,8

郡山支店長　齊藤潔 郡山市朝日1-28-9 024-922-8324

123 旭産業㈱ 代表取締役社長　宍戸一男 福島市大平寺字堰ノ上20 024-546-3346 38,23,36

郡山営業所長　江川敏英 郡山市菜根1-21-17 024-991-7177

025 旭ビル管理㈱ 代表取締役　宍戸壮一 さいたま市大宮区宮町3-134-2 048-647-5281 4109(建物総合管理.建物清
掃.貯水槽清掃.設備保守管
理.防鼠防虫.警備.受付）郡山営業所長　菅孝元 郡山市西田町丹伊田字高屋敷91 024-972-2234

045 ㈱アサヒビルサービス 代表取締役　味戸誠一郎 郡山市安積町長久保4-1-10 024-947-1300 4109(警備・水道ﾒｰﾀｰ検針・
建築物環境衛生総合管理・
建築物設備保守点検管理）

030 アサヒプリテック㈱ 代表取締役　東浦知哉 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21 078-333-5600 4109（廃棄物収集運搬・処
分業務）

仙台営業所長　天野剛 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-5-11 022-767-6777

126 アシスト㈱ 代表取締役　西村竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 052-908-0020 4109（保健福祉に係る調査
及び計画策定・電算業務）

019 ㈲アスカクリーン 代表取締役　菊地常夫 須賀川市新町72 0248-76-5367 4109(建物清掃）,19

110 ㈱アスコ 代表取締役　番上正人 大阪府大阪市西区江之子島1-10-1 06-6444-1121 4109(調査研究（下水管TVｶ
ﾒﾗ調査）、写真・製図（航空
写真撮影・図化）　）東北支店長　森忠則 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-217-6971
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064 アズビル金門㈱ 代表取締役社長　下田貫一郎 東京都豊島区北大塚1-14-3 03-5980-3730 9

福島営業所長　古木久雄 福島市方木田字谷地17-9 024-545-3411

308 ㈱アドテック 代表取締役　菅野信行 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-5-10 022-252-3115 4109（航空写真撮影、ｵﾌｨ
ｼｬﾙﾌｫﾄ、赤色立体地図、ｼ
ｽﾃﾑ保守管理業務）福島営業所長　目黒玄 福島市中町1-19 024-528-9727

195 ㈱アピックス 代表取締役　和田忠夫 須賀川市森宿字ヒジリ田54-4 0248-76-6300 6,7,2

220 ㈲あぶくま教育 代表取締役　渡辺岳朋 白河市中田105-3 0248-22-0816 32,9,2

107 ㈱阿部工業 代表取締役　阿部一樹 矢吹町新町88 0248-42-2262 23

069 ㈱阿部紙工 代表取締役社長　阿部裕治 福島市庄野字柿場1-11 024-593-5111 1,5

174 ㈱イオン 代表取締役　實沢浩嗣 須賀川市向陽町18 0248-73-2454 4109(環境分析・水質分析）

042 ㈱石川屋 代表取締役　田代安紀 石川郡石川町字長久保176-1 0247-26-2323 23,38,12

080 ㈱ヰセキ東北 代表取締役社長　辻嶋忠雄 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 0223-24-1111 13

福島支社長　池田文明 郡山市安積4-293-1 024-945-4661

149 ㈱イワキ 代表取締役　原信男 白河市関辺引目橋43-9 0248-27-0181 4109（配水池清掃）

156 ㈱ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ福島 代表取締役社長　梅津裕 福島市山下町5-10 024-524-1188 4109(ウェブサイト、情報シ
ステム、ネットワークシステ
ム等構築・運用）,3,10

187 ㈱ウォーターエージェンシー 代表取締役社長　榊原秀明 東京都新宿区東五軒町3-25 03-3267-4010 22,4109（浄水器、上下水道
関係水位計修繕、上下水道
関連ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕　他）郡山営業所長　野内広 郡山市日和田町高倉字大口原1-172 024-968-1770

105 ㈲うさぎや 代表取締役　上遠野ゆき子 本宮市本宮字栄田58-27 0243-34-5330 2,37,5
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028 ㈱エオネックス 代表取締役　市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 076-238-1181 4109(土壌・廃棄物・灰・汚
泥・地下水の放射能、空間
の放射線量、計量証明事業

032 ㈱エスエフ太陽興産 代表取締役　篠田強 福島市渡利字中江町57-1 024-525-3300 4109(日常清掃業務、警備
業務、ﾋﾞﾙ管・ねずみ昆虫類
防除・貯水槽等清掃業務）

135 ㈱EST　corporation 代表取締役　清水史浩 東京都千代田区五番町1-9 03-3261-7104 4109(二次予防事業対象者
把握事業、受診勧奨事業、
特定検診等各種検診ﾃﾞｰﾀ

253 ㈱エヌ・ティ・ティ・ソルコ 代表取締役社長　武藤弘和 東京都港区虎ノ門3-8-21 03-6384-3900 4109(コールセンター構築・
サポート業務・人材派遣)

東北支店福島営業所長　佐藤公弘 福島市本町5-1 024-523-0120

128 NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 代表取締役社長　安中正弘 東京都港区港南2-15-3 03-6720-8400 4109(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ,周辺機器,ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ機器,ｿﾌﾄｳｪｱ情報関連
機器,事務機器他）東北支店長　金子雅弘 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-265-0807

175 NECネッツエスアイ㈱ 代表取締役　和田雅夫 東京都文京区後楽2-6-1 03-6699-7000 10,3

福島営業所長　桑原孝一 福島市本町5-5 024-521-5563

166 ㈱NTTドコモ 代表取締役社長　加藤薫 東京都千代田区永田町2-11-1 03-5156-2081 10,9

東北支店福島支店長　松浦敬裕 福島市吉倉字名倉29-1 024-544-6116

207 ㈱NTT東日本-東北 代表取締役社長　柴田基靖 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 022-269-2020 10,3,4109（電話・通信機器
の保守）

福島法人営業部門長　吉宗俊哉 福島市山下町5-10 024-991-6600

201 NTTファイナンス㈱ 代表取締役社長　前田幸一 東京都港区芝浦1-2-1 03-5445-5400 4109（リース業（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、事
務機器、医療機器、他）　）

東北支店長　武藤公成 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-2 022-266-3211

310 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役社長　筒井清志 東京都港区芝浦3-4-1 03-5444-5725 10,4109（建物管理等各種保
守管理）

東北支店長　武内一夫 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 022-214-3571

078 荏原実業㈱ 代表取締役　鈴木久司 東京都中央区銀座7-14-1 03-5565-2881 12,22,34

東北営業所長　原川和之 宮城県仙台市青葉区上杉2-3-7 022-261-2621

088 ㈱荏原製作所 代表取締役社長　前田東一 東京都大田区羽田旭町11-1 03-3743-6111 12,4109(設備保守管理業
務)

仙台支店長　金澤三郎 宮城県仙台市若林区卸町東4-4-30 022-288-2010

108 ㈲エビナ 代表取締役　海老名正俊 白河市金鈴2-1 0248-27-0808 2,3,5
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036 ㈱エフコム 代表取締役社長　酒井良信 郡山市堤下町13-8 024-922-2555 4109(ソフトウエア開発・電算
業務、レセプト2次点検業
務),.3,2

132 ㈱オウエルオウ 代表取締役　南條侯典 郡山市大槻町字太田90 024-961-4123 4109(建築物清掃業）

085 大竹商店㈱ 代表取締役　大竹一成 須賀川市舘ヶ岡字本郷62-1 0248-78-2236 17,22,4109（道路凍結抑制・
防止剤）

197 ㈱オービス 代表取締役　中浜勇治 広島県福山市南松永町4-1-48 084-934-2621 4109（仮設校舎、仮設園
舎、仮設庁舎、仮設倉庫、
組立ﾊｳｽ、ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ等）仙台営業所長　内藤宗樹 宮城県仙台市若林区大和町3-5-10 022-762-6891

234 ㈱オーヤラックス 代表取締役社長　横尾永二 東京都千代田区麹町1-6-2 03-3263-6201 22,12

福島営業所長　増子弘幸 郡山市桑野2-33-1 024-932-7895

243 沖電気工業㈱ 代表取締役社長執行役員　川崎秀一 東京都港区虎ノ門1-7-12 03-3501-3111 10,3,2

東北支社長　岡田佳之 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-6601

089 オリエントハウス㈱ 代表取締役　西川浩久 京都府京都市中京区西ノ京東中合町42 075-821-1014 4109(仮設ハウス・仮設トイ
レ)

東北支店長　藤山勇蔵 郡山市富久山町福原字沼下2-6 024-973-5437

120 オリジナル設計㈱ 代表取締役社長　菅伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 03-6757-8800 4109（上下水道関連システ
ム開発・台帳作成・計算・
データ入力業務）福島営業所長　渡辺幸一 福島市南矢野目字赤川前10-16-202 024-555-6603

010 ㈲快 代表取締役　吉井雅彦 福島市南向台1-25-9 024-521-9266 26,32

074 ㈱会議録研究所 代表取締役　妹尾潤 東京都新宿区市谷八幡町16 03-3267-6051 1,10,3

047 ㈱会議録センター 代表取締役　加藤信也 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 048-549-0822 4109（会議録調製業務・議
会広報誌の作成）,3,10

062 会星産業㈱ 代表取締役　五十嵐啓介 白河市古高山3-138 0248-22-5504 30,18,4109(消防設備保守点
検、廃棄物処理)

086 回天物産㈱ 代表取締役　三瓶健造 郡山市富久山町福原字陣場110-1 024-942-1121 4109（地下タンク点検清掃・
ボイラー設備保守・水槽類
清掃・消防設備点検）
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152 ㈱花森環境緑化＆アメニティ 代表取締役　森田稔 郡山市堤3-182 024-953-4301 4109(緑地等維持管理、建
物清掃業),7

043 ㈱鐶エスアール工業 代表取締役　小野寺美樹 須賀川市八幡山153 0248-76-3535 4109(一般廃棄物・産業廃
棄物収集運搬、貯水槽・浄
化槽清掃・保守)矢吹支店長　川崎隆 矢吹町北町84 42-5298

100 ㈱環境生物化学研究所 代表取締役　野口勝明 栃木県那須郡那珂川町馬頭60-2 0287-92-5723 4109（計量証明事業、環境
調査、土壌汚染調査、ｱｽﾍﾞ
ｽﾄ調査、作業環境測定等）福島営業所長　安田敬紀 郡山市富久山町久保田103 024-925-2436

178 ㈱環境総合テクノス 代表取締役社長　中山崇 大阪府大阪市中央区安土町1-3-5 06-6263-7306 4109(環境アセスメント、計
量証明事業)

福島事務所長　原田栄二 福島市本町5-6 024-525-8577

273 ㈱環境測定サービス 代表取締役　黒羽徹 茨城県水戸市石川4-3896-3 029-257-2601 4109（計量証明関係、環境
調査）

いわき営業所長　渡辺俊広 いわき市内郷内町立町6-3 0246-27-7231

177 ㈱管総研 代表取締役社長　濱田憲一 兵庫県尼崎市浜1-1-1 06-6470-6300 4109(自社ソフトのｼｽﾃﾑ開
発、ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ入力、賃貸
借業務）,3東京支店長　柳谷光彦 東京都中央区日本橋本石町3-3-10 03-5205-1990

067 ㈱菊池技研コンサルタント 代表取締役　菊池透 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前6-8 0192-27-0835 4109（ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄｳｴｱの開
発、保守　ﾘｰｽ（ﾊﾟｿｺﾝ・周辺
機器・ｿﾌﾄｳｴｱ）,3,23

111 ㈱ぎじろくセンター 代表取締役　白井義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12 0836-51-6191 4109(議会会議録作成、
テープ起こし),3,10

東京営業所長　藤村雅昭 東京都中央区日本橋小舟町9-3 03-6264-8781

222 北芝電機㈱ 取締役社長　村松謙一 福島市松川町字天王原9 024-537-2121 4109（電気設備等・及び委
託）

福島営業所長　三浦貴士 福島市松川町字天王原9 024-537-2137

079 北日本印刷㈱ 代表取締役　新城彰弘 会津若松市門田町大字中野字大道東8-3 0242-26-6222 1,27,38

021 ㈱北日本ウエスターン商事 代表取締役　佐々木克朗 宮城県仙台市若林区六丁の目元町3-6 022-286-1137 4109(下水道管路管理・清
掃・修繕、上下水道管内調
査（TVｶﾒﾗ））,40

136 北日本通信㈱ 代表取締役　阿部昭典 岩手県盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000 10,16,3

仙台営業所長　阿部良一 宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 022-224-2721

268 キャタピラー東北㈱ 代表取締役　富田祐志 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-8 022-714-3111 12,29

郡山営業所長　佐藤正憲 須賀川市森宿字御膳田1-16 0248-63-8480
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275 ㈱共栄ブレーン 代表取締役　赤間俊広 福島市飯坂町平野字代12-20 024-542-6702 2,3,10

郡山店長　矢崎辰美 郡山市富久山町久保田字愛宕75 024-935-5775

183 ㈱ぎょうせい 代表取締役社長　澤田裕二郎 東京都江東区新木場1-18-11 03-6892-6092 1,27,4109(各種計画策定（振
興計画・防災計画等）　）

東北支店長　大川和弘 宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31 022-222-6552

218 ㈱協和エムザー 代表取締役　新井豪 郡山市並木2-14-4 024-923-5035 4109（防鼠防虫・しろあり防
除、水槽清掃、廃棄物収集
運搬、建築物衛生管理等）

286 ㈱共和建商 代表取締役　増子公夫 白河市田島舘ヶ崎4-1 0248-29-2231 23,12,38

266 キョウワプロテック㈱ 代表取締役　吾妻学 福島市五月町3-20 024-521-0911 4109(清掃、設備保全管理、
衛生害虫防除、警備、建築
物環境衛生管理、プール監郡山事業所長　菅野剛 郡山市鶴見坦1-14-5 024-901-0911

035 ㈱草野測器社 代表取締役　草野智樹 福島市鎌田字卸町23-16 024-554-2221 1,9,2

271 クマリフト㈱ 代表取締役　熊谷京子 大阪府摂津市南別府町15-47 06-6445-6700 4109(昇降機保守点検業
務）

東北支店長　植田純次 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-18 022-288-6000

322 ㈱グリーンハウス 代表取締役　田沼千秋 東京都新宿区西新宿3-20-2 03-3379-1215 4109（給食委託業務）

200 検査開発㈱ 代表取締役社長　外山明 茨城県那珂郡東海村村松字平原3129-37 029-282-1611 4109(放射線・放射能測定、
環境モニタリング)

185 ㈱元創 代表取締役　石住秀樹 東京都杉並区高円寺南3-24-31 03-6762-7778 4109（火葬場火葬炉残骨灰
処理業務、火葬炉台車保護
材、火葬炉用品の販売）

033 光栄電気通信工業㈱ 代表取締役　若松信一郎 郡山市待池台1-55-33 024-963-1028 4109(消防設備保守点検業
務）,30,10

084 ㈱コウシン 代表取締役　高木信嘉 白河市新白河2-98 0248-23-4561 2,3,37

101 光成アクア工業㈱ 代表取締役　森田文子 郡山市堤3-182 024-961-1020 4109（貯水槽・排水管清掃
業務）
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096 ㈱江東微生物研究所 代表取締役　小林仁 東京都江戸川区西小岩5-18-6 03-3672-9171 4109(臨床・水質検査・食
品）

郡山支所長　橋本充 郡山市喜久田町卸3-24 024-963-1850

163 国際航業㈱ 代表取締役社長　土方聡 東京都千代田区六番町2 03-3262-6221 3,1,8

福島営業所長　千葉公雄 郡山市中町1-22 024-922-6881

168 ㈱コスモアトリエ 代表取締役　矢吹誓一郎 郡山市桑野2-17-12 024-923-7208 1

238 コマツ福島㈱ 代表取締役　四家雄二 郡山市字下亀田16-3 024-922-2111 12

白河支店長　鈴木政雄 白河市女石27-1 0248-22-2121

299 ㈱コンピューターサポート 代表取締役　岸本陽一 青森県八戸市長苗代字二日市7-7 0178-70-1368 4109（農地農業用施設災害
復旧事業補助率増高申請
委託業務）

167 ㈱コンピュータービジネス 代表取締役社長　佐藤公宣 東京都渋谷区渋谷2-6-9 03-3797-5631 4109(レセプト関連業務）

郡山事業所長　佐藤公宣 郡山市字古川80-1 024-953-5633

254 ㈱サーベイリサーチセンター 代表取締役　戸祭浩 東京都荒川区西日暮里2-40-10 03-3802-6711 4109(社会・世論・市場・CS
調査、計画策定、ﾃﾞｰﾀｴﾝﾄ
ﾘｰ・ｺｰﾃﾞィﾝｸﾞ・集計加工他）東北事務所長　小川真人 宮城県仙台市青葉区二日町11-11 022-225-3871

313 佐川急便㈱ 代表取締役　荒木秀夫 京都府京都市南区上鳥羽角田町68 075-691-6500 4109(運送（一般貨物運送・
宅配便・ﾒｰﾙ便・特定信書
便・引越・美術品輸送等）　）南東北支店長　松井康裕 宮城県仙台市宮城野区扇町7-5-3 022-259-1559

015 ㈱サトウスポーツ 代表取締役　西間木正利 須賀川市宮先町63 0248-75-3603 26

262 ㈱サミエル 代表取締役　菊池七朗 栃木県足利市葉鹿町1-30-1 0284-63-3380 16,4109(駐車場管理委託、
駐車場機械のﾘｰｽ）

060 三英堂事務機㈱ 代表取締役　柳沼テル 郡山市大町1-6-14 024-932-0026 2,5,3

白河支店長　本宮和幸 白河市字会津町27-2 0248-22-0208

057 山王㈱ 代表取締役　深水弘一 熊本県熊本市東区戸島西5-5-57 096-214-6850 23

関東営業所長　塚本友和 埼玉県熊谷市三ヶ尻3072 048-594-9146

179 ㈱サンスイ 代表取締役　秋山博和 東京都品川区小山台1-17-15 03-5773-5425 4109（上水道の漏水調査・
上水道管の洗浄作業業務）

福島営業所長　斎藤覚 福島市蓬莱町6-15-4 024-547-3950
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323 ㈱サンデー 代表取締役社長　川村暢朗 青森県八戸市根城6-22-10 0178-47-8511 23,19,29

320 ㈲サンテック 取締役　佐野宏二 静岡県富士宮市大中里1274-6 0544-58-0606 4109（斎場の残灰及び媒塵
の処理）

142 ㈱三陽 代表取締役　鈴木孝 福島市松浪町8-13 024-534-3115 6,7,9

066 ジーエムいちはら工業㈱ 代表取締役　光野巍 栃木県鹿沼市樅山町上原267 0289-64-1511 11

148 ㈱JECC 取締役社長　中村薫 東京都千代田区丸の内3-4-1 03-3216-3727 4109（電子計算機・高度管
理医療機器等賃貸、ｸﾗｳﾄﾞ
等のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ、電子計算営業本部長　村上春生 東京都千代田区丸の内3-4-1 03-3216-3727

144 ㈱ジェネッツ 代表取締役　深澤貴 東京都港区海岸3-20-20 03-6858-3300 4109(上下水道料金等徴収
業務、システム業務、浄水
場運転管理・漏水調査業東北支店長　竹内建 宮城県石巻市蛇田字新下沼9-6 0225-92-5540

004 ㈱島工業 代表取締役　佐久間島江 郡山市富久山町久保田字古町161 024-935-5667 4109（漏水調査）

288 ㈱清水合金製作所 代表取締役　和田正憲 滋賀県彦根市東沼波町928 0749-23-3131 23

仙台営業所長　珍田英司 宮城県仙台市若林区河原町1-5-1 022-217-1312

112 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所 代表取締役　藤原壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5 075-924-2603 4109(計画策定・ｲﾍﾞﾝﾄ・会議
録・映像・ブランド化事業・職
員研修・システム）,1

119 ㈱ジョイトーク 代表取締役　土谷尋人 栃木県さくら市氏家2371-12 028-682-0006 4109(外国人英語指導助手
(ALT)派遣及び業務委託）

212 ㈱商工給食 代表取締役　今泉嘉夫 郡山市喜久田町卸1-83-1 024-973-6467 4109(給食調理業務）

130 昇寿チャート㈱ 代表取締役　川井清維 東京都台東区台東3-16-3 03-3833-4481 1

福島営業所長　永井等 福島市太平寺字中沖1-11 024-544-0212

296 ㈱上智 代表取締役　楠則夫 富山県砺波市千代176-1 0763-33-2085 3

9/25 ページ9/25 ページ9/25 ページ9/25 ページ27.28　物品・その他27.28　物品・その他27.28　物品・その他27.28　物品・その他



登録登録登録登録
番号番号番号番号

商号等商号等商号等商号等 代表者職氏名代表者職氏名代表者職氏名代表者職氏名 所在地所在地所在地所在地 電話番号電話番号電話番号電話番号 登録内容登録内容登録内容登録内容
委任先委任先委任先委任先 委任先所在地委任先所在地委任先所在地委任先所在地 委任先電話番号委任先電話番号委任先電話番号委任先電話番号

002 常磐開発㈱ 代表取締役社長　佐川藤介 いわき市常磐湯本町辰ノ口1 0246-72-1133 4109(計量証明業務、放射
能測定、環境アセスメント)

247 ㈱情報技術 代表取締役　草間信行 茨城県つくば市梅園2-33-26 029-854-0010 4109（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作・ｼｽﾃﾑ
受託開発、映像撮影・映像
編集）,1

154 情報コネクト㈱ 代表取締役　川名國利 郡山市安積町荒井字南大部26-3 024-937-0033 10,4109（設備保守管理業務
（無線・防犯、監視、映像・
音響・視聴覚・電話設備）　）

259 昭和コンクリート工業㈱ 代表取締役　村瀬大一郎 岐阜県岐阜市香蘭1-1 058-255-3337 23

福島営業所長　平岡浩志 郡山市桑野2-33-1 024-933-6150

226 ㈱しらかわ技術サポート事業所 代表取締役　矢田部兼一 白河市東千田字正札1 0248-34-3020 6,7

ｻﾎﾟｰﾄ事業所長　矢田部朗 矢吹町八幡町27 41-2355

031 新日本法規出版㈱ 代表取締役　服部昭三 愛知県名古屋市中区栄1-23-20 052-211-5788 1,2,27

仙台支社長　石垣昌夫 仙台市泉区加茂1-48-2 022-377-1711

157 ㈱シンワ 代表取締役　熊坂好朗 福島市野田町7-10-6 024-534-0022 23,38,4109(公園施設製品点
検・整備業務)

郡山営業所長　齋藤正太郎 郡山市安積町荒井字橋郎治35-1 024-947-2411

013 新和商事㈱ 代表取締役　橋浦勝弘 宮城県仙台市若林区霞目2-33-15 022-285-2205 6,22,32

郡山営業所長　橋浦勝弘 郡山市香久池1-6-11 024-922-2639

093 ㈱水機テクノス 代表取締役　近藤泰正 東京都世田谷区桜丘5-45-16 03-3426-2600 34,9,22

東北支店長　梶原憲治 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 022-222-8585

227 ㈱セイビ 代表取締役　西坂正 白河市外薄葉48 0248-22-0841 4109(下水道管渠調査、下
水道管清掃、貯水槽清掃、
浄化槽清掃及び管理）

204 ㈱成和 代表取締役　難波雅弘 いわき市平字正月町24-1 0246-22-3211 2

052 セコム㈱ 代表取締役社長　伊藤博 東京都渋谷区神宮前1-5-1 03-5775-8475 4109(警備業務）

294 セコムエンジニアリンング㈱ 代表取締役　吉成進 郡山市開成4-8-15 024-935-3555 34
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056 ㈱ゼンリン 代表取締役　髙山善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 093-882-9050 27,1,3

郡山営業所長　新田茂行 郡山市桑野5-4-10 024-933-4111

150 ㈱綜企画設計 代表取締役社長　天草邦明 東京都千代田区岩本町2-5-2 03-3864-8825 4109（水質・土壌・産業廃棄
物分析、大気・ばい煙・騒
音・振動測定）福島支店長　橋本庸子 郡山市大町2-12-13 024-991-6150

099 ㈱創和 代表取締役　石住　義光 東京都江戸川区篠崎町3-33-8 03-5637-8888 4109（火葬場火葬炉骨灰処
理業務、火葬炉台車保護
材・火葬炉用品の販売）

076 ソリマチ㈱ 代表取締役　反町秀樹 新潟県長岡市表町4-24 0258-33-4435 3

239 第一物産㈱ 代表取締役　小田原光穗 山形県酒田市卸町1-12 0234-23-1155 22,9

福島営業所長　佐藤吉信 郡山市富田町字下双又16-28-301 024-954-3252

216 第一法規㈱ 代表取締役社長　田中英弥 東京都港区南青山2-11-17 03-3404-2251 27,1,4109（地方公共団体の
地域政策に関する業務、例
規集システムの作成・運営・

249 大成機工㈱ 代表取締役社長　鈴木仁 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2700 06-6344-7771 17

東北支店長　齋徳夫 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 022-263-4041

151 大成産業㈱ 代表取締役　渡辺政美 安達郡大玉村大山字仲北174 0243-48-4731 38,36,23

170 ㈱タイセークリーン 代表取締役　本田絋一 郡山市安積町長久保3-12-16 024-947-1166 4109(建築物清掃、産業廃
棄物収集運搬業、警備業
務）

044 ㈱太陽興産 代表取締役　藤田弘美 郡山市喜久田町卸3-19 024-959-2200 22,7

202 大和リース㈱ 代表取締役　森田俊作 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 06-6942-8011 23,11

福島支店長　泉和彦 郡山市朝日2-1-5 024-934-0810

173 ㈱高野塗装店 代表取締役　伊藤進 福島市野田町3-4-64 024-531-1288 38,23

郡山営業所長　坂中聡夫 郡山市富久山町八山田字東平作10-8 024-933-3109

117 ㈱髙橋工材 代表取締役　髙橋一馬 白河市東釜子字矢越山13-1 0248-34-3142 23
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059 ㈲たすく 代表取締役　今泉英之 郡山市亀田1-5-13 024-931-7955 4109（舞台機構操作業務・
音響照明保守点検業務、ｲ
ﾍﾞﾝﾄ企画・会場設営・運営

051 ㈱タナカ 代表取締役　田中司郎 茨城県土浦市藤沢3495-1 029-862-1234 1,38

郡山支社長　宮川公伸 郡山市安積町荒井字西原山3-1 024-947-1771

106 タニコー㈱ 代表取締役社長　谷口秀一 東京都品川区戸越1-7-20 03-5498-7111 33,4109(移動型・据置型ス
テンレスタンク）

郡山営業所長　古小高敏直 郡山市大槻町字柏山35-5 024-952-5558

124 ㈱タムラ 代表取締役　田村浩章 東京都江戸川区西一之江4-9-28 03-3652-4000 4109(火葬残灰処理業務、
火葬炉用品販売)

009 田村通信防災工業㈱ 代表取締役　増子久治 郡山市安積町荒井字下北井前4-1 024-945-2882 30

113 中央コンピューターサービス㈱ 代表取締役　千葉信之 北海道標津郡中標津町北町2-22 0153-72-0115 4109(ｼｽﾃﾑ開発・運用・保
守点検、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関連機
器ﾘｰｽ業）,3,5札幌支社長　谷田浩一 北海道札幌市北区北７条西1-1-2 011-700-5588

203 ㈲中央電気通信工業 代表取締役　大河原久 郡山市安積町長久保1-2-8 024-945-3303 30,10

210 ㈱千代田テクノル 代表取締役　山口和彦 東京都文京区湯島1-7-12 03-3816-5241 9,4109(個人被ばく線量測定
業務、放射線測定機器校
正)福島復興支援本部長　吉田浩一 福島市大町7-23 024-526-0901

300 ㈱つくばウエルネスリサーチ 代表取締役社長　久野譜也 千葉県柏市若柴178-4 04-7197-2360 4109（健康増進事業ｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ及びｲﾍﾞﾝﾄ業務、健康
増進ｼｽﾃﾑ提供）,26,3

129 ㈱TKC 代表取締役社長　角一幸 栃木県宇都宮市鶴田町1758 028-648-2111 3

050 テクノ・マインド㈱ 代表取締役社長　小原正孝 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-11 022-742-3331 3,4109(ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄｳｪｱ開発・
運用管理、OA機器ﾘｰｽ・保
守）

065 ㈱テスコ 代表取締役　熊谷秀敏 郡山市安積4-127 024-937-1080 33,19,4109(浄水器)

103 テスコ㈱ 代表取締役　小林千尋 東京都新宿区信濃町34 03-3355-3801 4109(上下水道等水処理施
設運転維持管理、建物総合
管理、水道料金徴収、水道
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285 ㈱テレコム 代表取締役　堀越寛生 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-6 045-942-2029 10,4109（無線通信設備保守
点検、無線電波伝搬調
査）,3東北支店長　五十嵐英之 宮城県仙台市泉区泉中央3-18-4 022-344-7189

263 ㈱東栄科学産業 代表取締役　山城智万 宮城県仙台市太白区富沢4-8-29 022-743-3221 9

郡山営業所長　橋本富美男 郡山市富久山町福原字陣場194-7 024-923-7331

161 東海リース㈱ 代表取締役　塚本博亮 大阪府大阪市北区天神橋2-北2-6 06-6352-0011 4109(仮設建物リース・ユ
ニットハウスリース）

福島営業所長　池田幸治 須賀川市横山町102-2 0248-86-2500

138 東興産業㈱ 代表取締役　勝又正成 東京都千代田区岩本町1-10-5 03-3862-5921 11,13,4109（運動場・公園緑
地・多目的広場等の整備保
守管理）関越営業所長　本橋丈晴 埼玉県川越市福田239 049-226-7911

191 東鉱商事㈱ 代表取締役　関信一 茨城県日立市幸町1-3-8 0294-22-1172 22,9,30

東北支店郡山営業部取締役部長　大森敬 郡山市田村町金屋字新家129 024-944-9588

236 東芝エルティーエンジニアリング㈱ 代表取締役　山田修司 東京都品川区南品川2-2-13 03-5479-3436 10,4109（舞台照明設備保守
点検）

東北営業所長　土屋一昭 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 022-264-7261

091 東芝エレベータ㈱ 代表取締役　松原和則 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 044-331-7100 4109(昇降機保守点検業務)

東北支社長　瀬川正二郎 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 022-298-1048

146 ㈱東北議事録センター 代表取締役　花角潤一 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-18-21 022-252-7456 4109(会議録作成､速記、音
声データ等反訳、会議録検
索ｼｽﾃﾑ全般及び関連業務

205 東北共和メンテナンス㈱ 代表取締役　土生正元 宮城県仙台市青葉区立町1-3 022-224-6284 4109（水処理保守点検管
理）

318 ㈱東北セイワ 代表取締役　森田明孝 郡山市堤3-186 024-952-8355 4109(建築物設備保守管
理、清掃）,30,22

192 東北総合管財㈱ 代表取締役　小黒隆夫 郡山市並木5-8-22 024-922-3181 4109(建築物衛生管理、防
鼠・防虫施工保全業務）

302 ㈱東北装美 代表取締役　宮﨑登志行 郡山市並木3-5-3 024-934-2515 4109（清掃・警備・設備・保
守管理・受付、建築物衛生
管理業務・消防施設点

102 一般財団法人東北電気保安協会 理事長　森下和夫 宮城県仙台市太白区あすと長町3-2-36 022-748-0235 4109（保安業務・調査業務）

福島事業本部長　茂木康雄 福島市矢剣町1-22 024-526-1311
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298 ㈱東北博報堂 代表取締役　佐々木忍 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 022-263-2211 4109（広告の企画・制作・実
施及びｲﾍﾞﾝﾄの実施）

郡山支社長　植木博隆 郡山市清水台1-3-8 024-934-5042

018 東洋計器㈱ 代表取締役社長　土田泰秀 長野県松本市和田3967-10 0263-48-1121 4109(水道ﾒｰﾀｰ）

郡山事務所長　矢吹裕一 郡山市備前舘1-153 024-923-2420

241 東陽産業㈱ 代表取締役　菊地守 郡山市富久山町福原字水尾沢19-17 024-932-4658 4109(清掃・警備・害虫防
除）

140 トーアン㈱ 代表取締役　神事潤三 郡山市待池台1-55-37 024-963-2050 38,30,36

063 ㈱トーカン 代表取締役　有馬一郎 郡山市安積町荒井字細子35-1 024-945-3711 4109(浄化槽保守点検業
務）

118 ㈱トーケミ 代表取締役　細谷一彦 大阪府大阪市淀川区田川北1-12-11 06-6301-3141 4109（上下水道用ろ過材、
ろ過砂・ｱﾝｽﾗｻｲﾄ・活性炭
他）,15,22仙台営業所長　正木英明 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-11-1 022-297-2371

165 ㈱都市環境研究所 代表取締役　小出和郎 東京都文京区本郷2-35-10 03-3814-1001 4109（各種計画作成）

186 ㈱図書館流通センター 代表取締役　渡辺太郎 東京都文京区大塚3-1-1 03-3943-2221 27,4109(各種資料等データ
化業務、図書館業務全
般）,24

193 戸田産業㈱ 代表取締役　高原裕 茨城県水戸市木葉下町字富士山292-29 029-253-2567 33,19,2

棚倉営業所長　矢田部幸夫 東白川郡棚倉町大字棚倉広畑187 0247-33-7748

209 凸版印刷㈱ 代表取締役社長　金子眞吾 東京都台東区台東1-5-1 03-3835-5111 1,27,4109(除染関連業務、イ
ベント企画)

郡山営業所長　伊藤実 郡山市虎丸町21-10 024-933-5427

317 ㈲ドルフィン 取締役　廣橋隆二 泉崎村大字踏瀬字長峯79-2 0248-29-8925 4109（上下水道・浄化槽維
持管理業務、貯水槽清掃業
務）,40,23

297 ㈱トレジャーボックス 代表取締役　木本忠将 埼玉県上尾市大字上1722-6 048-782-6660 4109（遊具・体育器具等の
点検及び修繕等）,32,26

取締役茨城支店長　大月昇 茨城県つくば市島名392-6 029-879-8188

143 ㈱中西製作所 代表取締役　中西昭夫 大阪府大阪市生野区巽南5-4-14 06-6791-1111 33

福島営業所長　赤津克志 福島市郷野目字宝来町17-3 024-544-3232
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006 ㈱ナカノアイシステム 代表取締役社長　坂井浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 025-284-2100 3,1,8

福島営業所長　阿部浩幸 郡山市朝日1-19-1 024-991-6838

240 ㈲永野造園 代表取締役　永野常芳 白河市大信隈戸字十日市5 0248-46-3366 4109（樹木・芝等管理）

109 長野ポンプ㈱ 代表取締役　長野幸浩 石川県金沢市浅野本町ロ145 076-252-4336 11,30,6

仙台営業所長　蜂谷政興 宮城県仙台市宮城野区萩野町1-18-8 022-794-8341

261 ㈱中松商会 代表取締役　青津文雄 東京都千代田区内神田2-16-9 03-3251-9541 3,10,2

東北支店長　本田保男 福島市東中央3-48 024-531-9801

071 ㈱ナカムラ防災 代表取締役　中村祐一 須賀川市宮の杜31-3 0248-94-7320 4109（消防用設備等保守点
検）,30

315 ㈱ナガワ 代表取締役　高橋修 北海道伊達市長和町467-2 0142-23-0733 4109(ユニットハウスのレン
タル、販売、プレハブ販売
等）,2郡山営業所長　鳴海和紀 郡山市安積町荒井字南赤坂232 024-947-2380

022 ㈱那須環境技術センター 代表取締役　福田篤志 栃木県那須塩原市青木22-152 0287-63-0233 4109(建物・貯水槽清掃、衛
生管理、計量証明）,22,34

福島支店長　神達利之 郡山市桑野2-30-10 024-925-9195

181 ナブコシステム㈱ 代表取締役社長　山村望 東京都港区虎ノ門1-22-15 03-3591-6411 4109(自動ドア保守点
検),40(自動ドア修繕)

郡山支店長　近内光晴 郡山市安積町荒井字北田17-1 024-946-1725

246 ㈲ナルシマ 代表取締役　鳴島三夫 白河市八竜神22-8 0248-23-3864 2,5,32

189 ㈱西原環境 代表取締役　西原幸志 東京都港区海岸3-20-20 03-3455-4441 4109(下水道処理施設維持
管理・浄化槽保守点検・水
道施設運転管理業務福島営業所長　田中公樹 郡山市安積町荒井字西原山1-1 024-937-0039

162 日建リース工業㈱ 代表取締役　関山正勝 東京都東久留米市八幡町2-11-73 03-3295-9111 4109（ユニットハウスレンタ
ル・仮設トイレレンタル）

福島支店長　沼山達男 郡山市田村町下行合字田ノ保下6-1 024-956-5377

038 ㈱ニッコク 代表取締役　御法川法男 東京都港区六本木6-17-1 03-5410-0129 4109(水道メーター)

東北支店長　高野節夫 仙台市太白区郡山字谷地田西2-1-B-102 022-308-2140

255 日清医療食品㈱ 代表取締役会長兼社長　安道光二 東京都千代田区丸の内2-7-3 03-3287-3611 4109(給食受託業務、在宅
配食サービス）,21

仙台支店長　田附昭一 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-221-8221
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073 日成ビルド工業㈱ 代表取締役　森岡篤弘 石川県金沢市金石北3-16-10 076-268-1111 4109（プレハブ賃貸借）

郡山支店長　島田重晴 郡山市安積町荒井梅田前35-1 024-947-5780

172 日東環境整備㈱ 代表取締役　占部純 福島市泉字道下15 024-557-5377 4109(下水道管渠内ﾃﾚﾋﾞｶﾒ
ﾗ調査、産業廃棄物収集運
搬・処分業務　他）

171 日東産業㈱ 代表取締役　占部恵太 福島市泉字道下15 024-557-5375 4109(下水道管渠内ﾃﾚﾋﾞｶﾒ
ﾗ調査、産業廃棄物収集運
搬業務、浄化槽保守点検業

311 日東通信㈱ 代表取締役　髙橋進太郎 宮城県仙台市青葉区堤町3-1-15 022-273-9211 10,3

福島営業所長　藤田昭博 郡山市八山田6－23 024-921-8741

133 ㈱日本遮蔽技研 代表取締役　大島博文 郡山市富田町字権現林11 024-954-6333 9

業務部　吉田幸枝 郡山市富田町字権現林11 024-954-6333

194 ㈱ニノテック 代表取締役社長　樽川啓 郡山市島2-44-2 024-935-1700 10,9,4109（電気・通信設備
保守点検、消防施設保守点
検）

237 ㈱二瓶塗装 代表取締役　二瓶裕子 郡山市本町1-22-6 024-922-1211 23,38

198 ㈱日本ウォーターテックス 代表取締役　増田眞理 埼玉県幸手市緑台1-19-11 0480-43-3601 4109(上下水道のﾒｰﾀｰ検
針・料金徴収業務）

235 （一社）日本家族計画協会 理事長　北村邦夫 東京都新宿区市谷田町1-10 03-3269-4727 32

287 日本機械工業㈱ 代表取締役　篠田佳英 東京都中央区明石町6-4 03-6687-2920 11

仙台営業所長　佐藤和彦 宮城県仙台市青葉区一番町1-10-36 022-222-8831

206 日本水道管路㈱ 代表取締役　佐藤伸二 宮城県石巻市開成1-18 0225-22-2504 4109（漏水調査、管内TVｶﾒ
ﾗ調査、配水池清掃）

075 日本水道サービス㈱ 代表取締役　斉藤尚隆 山形県米沢市万世町桑山1549-7 0238-28-0028 4109(上水道の漏水調査)

182 日本調理機㈱ 代表取締役社長　黒澤公雄 東京都大田区東六郷3-15-8 03-3738-8259 33

東北支店郡山営業所長　小林和彦 郡山市新屋敷2-32 024-939-6815
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029 日本テクニカル・サービス㈱ 代表取締役　今井信良 東京都世田谷区池尻3-10-3 03-3413-8500 10

293 日本電気㈱ 代表取締役執行役員社長　遠藤信博 東京都港区芝5-7-1 03-3454-1111 10,3,2

郡山支店長　中村悟 郡山市清水台2-13-23 024-923-5511

139 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 代表取締役社長　岡原貢 大阪府大阪市北区同心1-7-14 06-6355-3000 4109(上水道施設・下水道
処理施設運転維持管理、計
量証明)福島支店長　松尾康人 いわき市好間町川中子字愛宕後1-2 0246-35-5585

257 ㈱日本レップス 代表取締役　川島幹夫 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町1-2-1 042-769-6155 4109（上水道漏水調査）

東北営業所長　桜井敏道 宮城県仙台市泉区上谷刈5-11-23 022-374-6914

027 ㈱日本漏防コンサルタント 代表取締役　新垣光勇 徳島県徳島市南田宮2-7-4 088-632-6616 4109(漏水調査)

東北営業所長　勝進一 宮城県仙台市宮城野区福室2-8-17 022-797-8608

267 ニューワーク情報サービス㈲ 代表取締役　関根一男 須賀川市栄町160-1 0248-72-1616 4109（人材派遣、業務請負
（放射能測定　他）　）

289 ㈱ネイチャー 代表取締役　山本努 栃木県宇都宮市江曽島町365-１ 028-659-0555 11

039 ㈱根本家具店 代表取締役　根本良一 茨城県久慈郡大子町大字大子1828 0295-72-1105 37,2,33

319 根本石油㈱ 代表取締役　根本一男 郡山市安積2-37 024-945-0101 17,33,23

048 パスキン工業㈱ 代表取締役　佐藤節 栃木県宇都宮市野沢町640-4 028-665-1201 4109（各種台帳作成・各種
台帳ｼｽﾃﾑ保守管理、ﾘｰｽ、
地下水調査、空間放射線量福島営業所長　国友和広 白河市三番町8 0248-21-0321

282 ㈱パスコ 代表取締役　目﨑祐史 東京都目黒区東山1-1-2 03-3715-2638 4109(ｿﾌﾄｳｪｱ開発、情報処
理）,3,1

福島支店長　野呂英樹 福島市栄町6-6 024-521-3811

188 ㈲ぱそぷら 代表取締役　鈴木正明 矢吹町八幡町542-1 44-5090 3

115 ㈱ハッピーケア 代表取締役　海老根潤 福島市鎌田字卸町11-2 024-535-9130 7,6,30

郡山支店長　佐藤史規 郡山市図景1-3-7 024-927-0111
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312 パナソニックＥＳエンジニアリング㈱ 代表取締役　黒川昭隆 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 06-6910-0131 4109（舞台照明設備保守点
検等、照明制御・中央監視
保守点検等）,10東北支店長　藤澤　武 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 022-225-5819

125 パナソニックシステムネットワークス 代表取締役　高木　俊幸 東京都中央区銀座8-21-1 03-5148-5469 10,3

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ東北社長 仙台市青葉区一番町2-4-1 022-212-3701

070 ㈱ハブマック 代表取締役　白石五郎 郡山市朝日3-5-18 024-991-7718 4109（設備保守点検管理業
務）

252 ㈱磐水社 代表取締役　渡辺守弥 いわき市平字古鍛冶町4 0246-23-1616 11,30,18

白河営業所長　辺見善衛 白河市大鳥居橋前83-14 0248-23-3600

224 東日本電信電話㈱ 代表取締役社長　山村雅之 東京都新宿区西新宿3-19-2 03-5359-5111 10,3

ﾋﾞｼﾞﾈｽ＆ｵﾌｨｽ営業推進本部福島法人営 福島市山下町5-10 024-531-7341

251 ㈱東日本計算センター 代表取締役　鷺弘樹 いわき市平字研町2 0246-21-5500 4109(情報処理サービス),3

068 東日本ユニットサービス㈱ 代表取締役　伊藤栄一 福島市立子山字甚念坊山9-42 024-597-2808 4109(水槽類・管類の清掃、
地下タンク等点検、ｶﾒﾗ調
査、産業廃棄物等）,22,30

072 ㈲ビジネスサポート 取締役　須藤喜代寿 宮城県仙台市青葉区上杉1-16-4 022-398-5310 4109（建物・貯水槽清掃、ね
ずみ昆虫防除、警備等）、
40(ハウス、エアコンクリーニ福島支店長　須藤喜代寿 郡山市朝日1-28-14 024-983-8419

127 日立キャピタル㈱ 代表執行役　三浦和哉 東京都港区西新橋1-3-1 03-3503-2111 4109(OA機器・医療機器・農
業機械・空調機器・LED機器
の賃貸借）執行役　川部誠治 東京都港区西新橋1-3-1 0120-937-468

122 日立建機日本㈱ 代表取締役　櫻井俊和 埼玉県草加市弁天5-33-25 048-931-9306 12

郡山営業所長　能登隆 郡山市字道場51 024-944-8950

184 ㈱日立システムズ 代表取締役社長　髙橋直也 東京都品川区大崎1-2-1 03-5435-7777 4109(システム運用、システ
ム構築),3,1

東北支社長　堀谷　敦 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1 022-227-6546

081 日立造船㈱ 取締役社長　谷所敬 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89 06-6569-0001 3,10,22

東北支社長　石川英司 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-712-6066

054 ㈱日立ビルシステム 取締役社長　佐々木英一 東京都千代田区神田淡路町2-101 03-3295-1211 4109(昇降機設備保守管
理）

東北支社長　備前秀一 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-222-1321
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248 ㈱ひまわり 代表取締役　佐藤博 須賀川市森宿字道久19-13 0248-75-5133 4109(下水管内・貯水槽清
掃、産業廃棄物収集運搬・
処理、排水処理施設維持管

307 ㈱ビルワーク 代表取締役　納庄和雄 宮城県仙台市太白区柳生7-26-5 022-306-5877 4109(清掃・廃棄物処理・設
備・保守管理業務）

295 ファミリータウンきたむら 代表者　北村勇 矢吹町中町242 42-2277 18,37,2

005 福島アイホー調理機㈱ 代表取締役　渡邉秀忠 郡山市八山田4-94 024-934-6886 33

215 ㈱福島映機サービス 代表取締役　相澤弘 郡山市朝日1-27-2 024-932-4534 10

153 福島県環境検査センター㈱ 代表取締役社長　長澤金一 郡山市田村町金屋字下タ川原60-1 024-941-1719 4109（飲料水・水道水水質
検査、産業廃棄物、放射能
測定、土壌分析、ばい煙・作

230 福島建機㈱ 代表取締役　加瀬元三郎 郡山市日和田町高倉字藤坦1-336 024-958-4250 12

213 (公財)福島県保健衛生協会 会長　鈴木仁 福島市方木田字水戸内19-6 024-546-0391 4109(水質検査、大気調査、
水道水質検査、各種健康診
断、臨床検査)

016 ㈱福島工作所 代表取締役　富田善一郎 福島市森合町1-31 024-535-2241 37,2,38

008 福島コンピューターシステム㈱ 取締役社長　鈴木正博 郡山市大槻町字北八耕地13 024-961-1005 3,10,2

278 ㈱福島情報処理センター 代表取締役社長　鈴木正博 郡山市桑野3-18-24 024-923-2116 3

037 ㈱福島総合エンジニア 代表取締役　黒須達 福島市飯坂町中野字奴内5-1 024-542-8246 4109(浄化槽保守点検業、
貯水槽・排水管清掃業務）

316 福島綜合警備保障㈱ 代表取締役社長　小田部勝浩 郡山市喜久田町字松ヶ作16-98 024-959-1800 4109（警備業全般・線量ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ）,10,6
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314 ㈱福島中央ワンダー 代表取締役　田中光顯 郡山市朝日3-6-3 024-922-6386 32,2,24

274 ㈱福島ひかりのくに 代表取締役　鈴木徳雄 伊達郡川俣町字日和田6 024-565-4211 32,21,6

034 福島日野自動車㈱ 代表取締役　福田悦夫 郡山市安積町笹川字蜂田5-1 024-945-1667 11,39,29

272 ㈱ふくしまフレーベル 代表取締役　大野彰 郡山市安積町日出山4-166 024-941-6750 32

040 ㈱福島理化学研究所 代表取締役　村山伸一 福島市飯坂町字西堀切14-39 024-541-3123 4109(水質検査・大気測定・
飲料水検査・空気環境測
定)

277 ふくしまワンダー㈱ 代表取締役　高橋裕一 郡山市朝日3-6-3 024-922-6386 32,2,24

046 福味商事㈱ 代表取締役　内田信市 本宮市本宮字舘町161-2 0243-34-2328 6,7,19

012 冨士機材㈱ 代表取締役　千賀恒宏 東京都千代田区一番町12 03-3556-4500 23

郡山支店長　城暢隆 郡山市田村町金屋字下タ川原167-4 024-941-3621

082 富士建設工業㈱ 代表取締役　鳴海利彦 新潟県新潟市北区島見町3307-16 025-255-4161 4109(火葬場施設の備品・
用品・消耗品、火葬炉設備
の保守点検業務・運転業

055 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 代表取締役　勝丸泰志 東京都板橋区坂下1-19-1 03-5994-2600 3

営業本部公共ｼｽﾃﾑ営業事業部東北支店 宮城県仙台市宮城野区二十人町99 022-292-1310

219 富士ゼロックス福島㈱ 代表取締役　太田稔 郡山市中町5-1 024-927-1011 2,3,5

営業統括部長　梅津修二 郡山市中町5-1 024-927-1011

283 フジ地中情報㈱ 代表取締役　田村典行 東京都港区海岸3-20-20 03-6891-6600 4109(ﾒｰﾀｰ検針・料金収納
関連・水道施設等管理保
守・管網維持管理・GIS関連東北支店長　田中利明 宮城県仙台市泉区八乙女1-1-13 022-372-6743

256 富士通㈱ 代表取締役社長　山本正已 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 044-777-1111 3,10

福島支社長　三城聡 福島市栄町6-6 024-523-3395
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309 ㈱富士通エフサス 代表取締役社長　今井幸隆 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 044-874-6200 3,10,2

郡山支店長　細川正人 郡山市大町1-14-1 024-934-5753

242 ㈱富士通ゼネラル 代表取締役　村嶋純一 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 044-866-1111 10

東北情報通信ネットワーク営業部長　畠山 宮城県仙台市宮城野区扇町3-5-5 022-239-5171

131 富士通ネットワークソリューションズ 代表取締役社長　飯田春幸 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 045-752-9800 4109（電話交換機、ｼｽﾃﾑ開
発）,10,3

東北支店長　沖中喜光 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22 022-263-6940

137 富士通リース㈱ 代表取締役　春日井昌生 東京都千代田区神田練塀町3 03-5843-6301 4109(ﾘｰｽ業（事務用機器・
医療機器等）　）

東北支店長　古川行男 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22 022-222-8842

244 フジテコム㈱ 代表取締役　森山慎一 東京都千代田区神田佐久間町2-20 03-3862-3196 9

北日本支店長　早坂敬 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 022-222-2011

160 富士テレコム㈱ 代表取締役　小山信雄 東京都板橋区板橋1-53-2 03-3962-0223 3,10,2

郡山支店長　菊池敏弘 郡山市大町1-14-1 024-925-7801

026 富士電機㈱ 代表取締役社長　北澤通宏 東京都品川区大崎1-11-2 03-5435-7111 9,10,3

東北支社長　加藤雅行 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-30 022-225-5351

141 ㈱フジマック 代表取締役　熊谷俊範 東京都港区新橋5-14-5 03-3434-7791 33

郡山営業所長　竹谷内隆行 郡山市大槻町字東竹ヶ原2-2 024-952-6028

134 富士屋産業㈱ 代表取締役　佐久間佳良 矢吹町本町23 42-2510 34,33,30

097 扶桑電通㈱ 代表取締役　児玉栄次 東京都中央区築地5-4-18 03-3544-7211 3,10

福島営業所長　遠藤久夫 郡山市虎丸町21-10 024-933-6565

208 ㈱武揚堂 代表取締役　小島武也 東京都中央区日本橋3-8-16 03-5704-7561 1,38,4109（情報処理業務・ｿ
ﾌﾄｳｴｱ開発）

仙台営業所長　千葉新 宮城県仙台市青葉区二日町13-30 022-222-8781

284 ㈲フロックス 代表取締役　半澤丈夫 郡山市片平町字庚坦原14-187 024-952-8280 4109(ﾌﾟｰﾙ関連施設の維持
管理（ろ過機、水処理機等）
保守管理）

095 ㈱ベルウッド 代表取締役　鈴木修二 須賀川市松塚字小屋5-17 0248-75-7013 4109（建物清掃全般業務）
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276 北辰通商㈱ 代表取締役　久保田栄二 郡山市安積町荒井字梅田前35-1 024-945-0130 12,23,4109（生ｺﾝ、ｾﾒﾝﾄ）

158 ホシザキ東北㈱ 代表取締役　多田信行 宮城県仙台市青葉区昭和町2-38 022-728-9511 33,21,40（厨房機器の修繕）

白河営業所長　岩渕雅幸 白河市新白河3-23 0248-24-4851

116 ㈱星総合印刷 代表取締役　星裕明 須賀川市森宿字関表37-8 0248-72-5151 1,5

098 北海道地図㈱ 代表取締役　秋山一司 北海道旭川市台場一条2-1-6 0166-61-5531 1,3,27

福島支店長　山崎浩資 福島市北町4-1 024-522-2557

180 前澤給装工業㈱ 代表取締役社長　山本晴紀 東京都目黒区鷹番2-13-5 03-3716-1511 9,23

福島営業所長　齋藤正弘 郡山市長者1-3-8 024-927-5651

290 柾木工業㈱ 代表取締役　柾木隆弘 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 06-6464-2300 4109(下水道処理施設等維
持管理）

関東支店長　坂井正策 東京都港区高輪3-19-23 03-6408-5663

053 ㈱松村電機製作所 代表取締役　松村秀一 東京都文京区根津2-12-1 03-3821-6169 10,4109（舞台照明・吊物設
備保守点検）

東北支店長　元臼弘和 宮城県仙台市青葉区五橋1-6-2 022-221-7791

121 ㈲真船電器 取締役　真船重夫 西郷村小田倉前山120-4 0248-27-2222 10

083 丸三㈱ 代表取締役　三部健次 郡山市喜久田町卸1-71-1 024-959-6338 2,37,38

001 ㈲水野教材社 代表取締役　水野武和 須賀川市大黒町211 0248-76-4177 32,2,3

114 水の谷工芸 水野谷慶吾 中島村大字滑津字滑津原62-1 0248-52-2813 38,1

020 三菱電機㈱ 執行役社長　柵山正樹 東京都千代田区丸の内2-7-3 03-3218-2115 10

東北支社長　江本順一 宮城県仙台市青葉区上杉1-17-7 022-216-4566

245 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 代表取締役　瀬尾孝夫 東京都千代田区有楽町1-7-1 03-5810-5300 4109(昇降機・空調設備保
守、維持管理業務)

東北支社長　北原博史 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 022-224-1221
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190 三菱ふそうトラック・バス㈱ 支配人　佐藤隆 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-7-45 022-284-8811 11,29,39

白河支店長　松浦弘二 泉崎村大字踏瀬字新池下7-10 0248-53-5200

041 ㈱ミツワ 代表取締役　佐藤茂 郡山市柏山町5 024-951-5548 4109(貯水槽清掃、地下ﾀﾝｸ
漏洩検査、排水管洗浄、産
業廃棄物収集運搬・処分）

225 ㈱南東北クボタ 代表取締役社長　鈴木豊章 郡山市日和田町高倉字杉下16-1 024-958-4444 13,11,39

矢吹営業所長　古川広行 矢吹町赤沢864 44-4808

304 三八五流通㈱ 代表取締役社長　泉山元 青森県八戸市大字長苗代字上中坪35-1 0178-27-4141 4109(融雪剤、貨物運送、引
越)

東北カンパニー代表　高橋信夫 宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-10 022-288-8280

017 ㈱未来制御 代表取締役　水戸勘十 矢吹町根宿230-3 51-1145 10,3,1

155 ミワ㈱ 代表取締役　三井久 郡山市並木2-13-12 024-923-7062 38,30,36

264 ㈱ムサシ 代表取締役　羽鳥雅孝 東京都中央区銀座8-20-36 03-3546-7711 4109（選挙関連機械・器具・
材料）

仙台支店長　石村昭夫 宮城県仙台市青葉区錦町1-10-11 022-227-9185

217 ㈲村上運動具店 代表取締役　村上英喜 栃木県那須塩原市本町2-7 0287-62-0030 26,32,18

白河店長　村上堅二 白河市転坂67-2 0248-22-7650

049 ㈱明成エンジニアリング 代表取締役　森田和成 郡山市堤3-182　2F 024-962-9380 4109(消防用設備等点検、
地下ﾀﾝｸ等定期点検、自動
ﾄﾞｱ設備保守点検),30

223 ㈱メフォス 代表取締役　西村博夫 東京都港区赤坂2-23-1 03-6234-7600 4109（給食調理業務）

取締役社長　西村博夫 郡山市中町5-1 024-991-5500

231 YAMAGATA㈱ 代表取締役社長　山形隆司 神奈川県横浜市西区高島2-6-34 045-461-4000 1

058 山田設備工業㈱ 代表取締役　山田義顕 白河市新白河1-251 0248-22-1195 4109(空調機保守点検、給
水装置保守点検）,34,33

269 ㈱ヤマダ電機 代表取締役　一宮忠男 群馬県高崎市栄町1-1 027-345-8181 10,3,8

郡山営業所長　山川馨一郎 郡山市喜久田町字四十坦6-12 024-926-1003
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214 ㈱やまと印刷 代表取締役　渡辺喜久夫 郡山市富久山町福原字本町2-6 024-933-2047 1

321 ㈱ヤマモト 代表取締役　山本文洋 静岡県富士宮市山宮2344 0544-58-1780 4109(斎場の残灰及び煤塵
の処理)

306 ㈱有電社 代表取締役　横田薫 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 03-5367-6001 10,3,4109(電気設備保守点
検業務委託、無線･通信設
備保守点検業務委託）東北支店長　広田修 宮城県仙台市青葉区二日町18-25 022-224-1457

291 ユニキャリア㈱ 代表取締役　志岐彰 東京都品川区南大井6-22-7 03-6730-3200 12

郡山支店長　柴田正 郡山市日和田町高倉字藤坦1-389 024-958-6011

014 ㈱ユニフォームネット 代表取締役　荒川広志 郡山市備前舘1-28 024-939-0710 18,31,2

福島支店長　吉田宏 郡山市備前舘1-28 024-939-0710

145 ㈱翼水エンジニア 代表取締役　矢部正一 郡山市鳴神1-81-3 024-952-3616 12,34,22

260 横浜金属商事㈱ 代表取締役　比嘉賢太郎 神奈川県相模原市緑区橋本台3-5-2 042-774-5481 4109（火葬炉残骨灰処理業
務）

仙台事業所取締役部門長　居相　英夫 宮城県仙台市青葉区上愛子字下十三枚田39-6 022-392-9292

003 ㈲吉田総業 代表取締役　吉田孝行 岩瀬郡鏡石町諏訪町74-1 0248-62-2420 4109（下水道管洗浄)

176 ㈱ライズファクトリー 代表取締役　戸田その子 東京都江東区住吉2-25-2 03-5624-0095 1,27,19

229 ㈲リード・ワン 代表取締役　菅原弘道 郡山市菜根5-3-12 024-991-0539 4109（演奏、HP・WEB制作）

169 ㈱理研分析センター 代表取締役　菅原幸司 山形県鶴岡市道形町18-17 0235-24-4427 4109（環境調査（計量証
明）、放射能測定（ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ
半導体検出器）　）福島営業所長　菅原建 郡山市本町1-4-5 024-925-7381

087 リコージャパン㈱ 代表取締役　佐藤邦彦 東京都大田区中馬込1-3-6 050-3534-0800 3,2,5

東北事業本部福島支社福島営業部長　柴 郡山市鶴見坦2-18-5 024-927-5590

023 リコーリース㈱ 代表取締役　松石秀隆 東京都江東区東雲1-7-12 03-6204-0700 4109(金融ｻｰﾋﾞｽ事業（ﾘｰ
ｽ・割賦・ｸﾚｼﾞｯﾄ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ
他））東北支社長　加藤良夫 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-225-2412
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164 ㈱リサーチアンドソリューション 代表取締役　美濃部直樹 福岡県福岡市博多区上呉服町12-33 092-281-5729 4109(ソフトウエア開発・保
守、データ入力他）,3,2

東京本社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部営業部長 東京都渋谷区本町4-12-7 03-6311-8356

092 理水化学㈱ 代表取締役　川﨑肇 大阪府大阪市北区南森町1-4-10 06-6365-0691 4109(浄水施設の設備機器
保守点検）

仙台支店長　大友哲也 宮城県仙台市青葉区北目町1-18 022-211-7001

303 ㈱両毛システムズ 代表取締役　秋山力 群馬県桐生市広沢町3-4025 0277-53-3139 4109(ｿﾌﾄｳｴｱ開発及び電算
処理業務等、上下水道料金
徴収・検針業務),3宇都宮営業所長　岩間章匡 栃木県宇都宮市宿郷2-7-3 028-638-9990

250 ㈱リンペイ 代表取締役　高橋信之 福島市方木田字谷地18-1 024-546-4621 38,36,23

郡山支店長　菅沼一美 郡山市安積4-246 024-945-3437

270 ㈱ル・プロジェ 代表取締役　山田洋一郎 郡山市字下亀田17-7 024-935-0789 1,38,4109（広告代理（ｲﾍﾞﾝﾄ
の企画・運営を含む）、ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞの制作）

061 ㈱ローズ・ビルサービス 代表取締役　遠藤友紀晴 郡山市深沢1-2-8 024-932-6069 4109(建物清掃業務、警備
業務、貯水槽清掃、消防設
備他）

104 ㈱ワークス 代表取締役　塩沢雅彦 白河市新白河1-104 0248-21-9735 4109（管路清掃・調査）

199 ㈱ワイズマンコンサルティング 代表取締役　大西美樹 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1 019-621-5255 4109(各種調査研究及び計
画策定）

221 和田自動車㈱ 代表取締役　和田純一 郡山市田村町金屋字孫右エ門平57 024-943-3400 30,11,18

094 和田装備㈱ 代表取締役　和田太郎 須賀川市森宿字ヒジリ田55-1 0248-75-5012 37,33,34

007 ㈲渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺治 田村市船引町船引字北町通47 0247-82-0072 30,11,18
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