
令和3・4年度　亘理町入札参加資格者名簿（物品・役務等）
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1 物品 30002 （公財）仙台市医療センター　仙台オープン病院 町外 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 院長 土屋　誉　　

2 物品 30005 （株）東日本プラシス 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目６－１６ 代表取締役 狩野　宰

3 物品 30008 フジ地中情報（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目37-13 支店長 佐々木　尉浩

4 物品 30009 仙台プロパン（株） 町外 宮城県多賀城市栄3-4-2 代表取締役 片平　浩和

5 物品 30010 新和商事（株） 町外 宮城県仙台市若林区霞目2-33-15 代表取締役 和泉　大輔

6 物品 30011 同和警備（株） 名取営業所 町外 宮城県名取市杜せきのした2-6-1 所長 玉川　勝也

7 物品 30012 いであ㈱ 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区錦町1-1-11 執行役員支店長 小澤　宏二

8 物品 30013 （株）東北プリント 町外 宮城県仙台市青葉区立町２４－２４ 代表取締役 清野　忠宏

9 物品 30016 （株）ビルワーク・ジャパン 町外 宮城県仙台市太白区富沢字川前浦8-3 代表取締役 納庄  国英

10 物品 30017 （株）サンケン 町外 宮城県仙台市若林区蒲町9-8 代表取締役 矢口　敏明

11 物品 30019 （株）スガワラ 町外 宮城県仙台市青葉区折立二丁目8番16号 代表取締役 菅原  正仁

12 物品 30020 富士ゼロックスシステムサービス（株） 公共事業本部　東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 支店長 樋口　洋一

13 物品 30022 （株）ユーメディア 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町4番12号 代表取締役 今野  均

14 物品 30023 （株）クボタ 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 支社長 池内　秀隆

15 物品 30025 （株）蔵王サプライズ 仙台支店 町外 宮城県仙台市泉区八乙女2-9-1 支店長 伊藤　崇

16 物品 30026 （株）エコサーブ 町外 大崎市古川駅南三丁目17-2 代表取締役 齋藤　信

17 物品 30027 北沢産業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区土樋264-1 支店長 三浦　哲郎

18 物品 30029 一般財団法人東北電気保安協会 宮城事業本部 町外 宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目2-36 事業本部長 後藤　修二

19 物品 30030 （株）共栄防災 町外 宮城県仙台市泉区南光台東１－２０－３ 代表取締役 八島　隆章

20 物品 30031 （有）ショーエー 町外 宮城県仙台市青葉区川平３－４７－１５ 代表取締役 松山  健一

21 物品 30032 （有）宮城総合エンジニア 町外 宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 代表取締役 山川　敬子

22 物品 30033 宮城中央森林組合 町外 宮城県仙台市泉区市名坂字万吉前１９－１ 代表理事組合長 赤間　長男

23 物品 30036 Ｎｅｘｔ－ⅰ（株） 盛岡支店 県外 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1 支店長 藤井　文彦

24 物品 30039 ジーエムいちはら工業（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区中江1-3-4 所長 小峯　諭

25 物品 30040 北海道地図（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目11番1号　ショーケー本館ビル 支店長 関　洋祐

26 物品 30042 （株）小野産業 町外 宮城県仙台市宮城野区二十人町300-22 代表取締役 小野    潔

27 物品 30043 （株）北文社 柴田営業所 町外 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上町２６－３３ 所長 小野寺　功

28 物品 30045 （株）馬渕工業所 町外 宮城県仙台市太白区郡山4-10-2 代表取締役 小野　寿光

29 物品 30046 エヌエス環境（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目3-2 支社長 泉　健司

30 物品 30047 （株）内藤ハウス 仙台営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-1　シエロ仙台東口ビル402 所長 岩瀬　太一

31 物品 30051 （株）日立製作所 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1-25 支社長 成田　新

32 物品 30052 昱機電（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 取締役 池津　仁

33 物品 30053 朝日航洋（株） 東北空情支社 町外 宮城県仙台市泉区七北田字古内1-1 支社長 桜井　恒久

34 物品 30055 （株）宮城日化サービス 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字車39-3 代表取締役 伊東  史麿

35 物品 30056 （株）東京法規出版 県外 東京都文京区本駒込2-29-22 代表取締役 菅　国典

36 物品 30058 （株）アリエ－ジェンシ－ 町外 宮城県多賀城市山王字山王四区７番 代表取締役 鈴木  豊実

37 物品 30060 国際航業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目3-45 支店長 門間　由有
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38 物品 30061 郡リース（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２－３ＴＲ仙台ビル 支店長 矢野　真司

39 物品 30062 東北グレーダー（株） 町外 宮城県仙台市泉区松森字中道81 代表取締役 石井  浩一

40 物品 30063 トーエイライニング（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区岩切字鴻巣南88-4 代表取締役 永沼　義明

41 物品 30064 東北藤吉工業（株） 町外 宮城県仙台市若林区蒲町１８－１ 代表取締役社長 木村　文泰

42 物品 30065 （株）トスネット 町外 宮城県仙台市宮城野区宮城野１－１０－１ 代表取締役 佐藤　康廣

43 物品 30067 （株）北日本ウエスターン商事 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町３－９－１０ 代表取締役 佐々木  克朗

44 物品 30069 （株）さんのう 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字蛇台原４９－６ 代表取締役 海老澤　恒美

45 物品 30070 中外機工（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町3丁目1番23号 代表取締役 大槻  憲二

46 物品 30074 （株）松村電機製作所 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区五橋１－６－２ＫＪビルディング 東北支店長 元臼  弘和

47 物品 30075 アズビル金門（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 執行役員支店長 松本　康成

48 物品 30076 （株）阪神計器製作所 関東支店 県外 東京都港区芝4丁目6-14 支店長 尾上　貴之

49 物品 30077 日本無線（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 支社長 磯野　順司

50 物品 30080 （株）東北ターボ工業 仙台支社 町外 宮城県黒川郡富谷町日吉台2-24-7 支社長 今村　竜司

51 物品 30081 東陽防災設備（株） 町外 宮城県塩釜市北浜３－９－３０ 代表取締役 花渕  豊

52 物品 30086 （株）ミヤックス 町外 宮城県仙台市泉区寺岡1-1-3 代表取締役 髙橋   蔵人

53 物品 30087 日本水道サービス（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中山4丁目19番42-103号 支店長 情野　大輔

54 物品 30088 （株）東北サンノー 町外 宮城県仙台市泉区根白石字経檀河原5-1 代表取締役 小島    隆

55 物品 30089 （有）高石事務機 町外 宮城県仙台市若林区沖野3-25-10 代表取締役 髙橋  泰男

56 物品 30091 （株）インフォメーション・ネットワーク福島 県外 福島県福島市山下町５番１０号NTT山下第２ビル 代表取締役社長 横澤　靖

57 物品 30094 佐川急便(株) 南東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町7-5-3 南東北支店長 湯川　真樹

58 物品 30095 協業組合ケンナン 町外 宮城県名取市下増田字北原東１５３－３ 代表理事 土屋　勝美

59 物品 30096 マルヒ食品（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区伊在二丁目16番地の３ 所長 千葉　徹

60 物品 30097 仙南ガス（株） 柴田事業所 町外 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-5-27 代表取締役 片平　浩和

61 物品 30100 東北アイホー調理機（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町東１－１－３５ 代表取締役 髙橋  郁也

62 物品 30101 セコム（株） 県外 東京都渋谷区神宮前1-5-1 代表取締役 尾関　一郎

63 物品 30102 （株）東北漏水 町外 宮城県仙台市太白区長町８－１１－２５ 代表取締役 高橋　俊彦

64 物品 30104 （株）ぎょうせい 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31 支社長 山田　真也

65 物品 30105 （株）宮城県学校用品協会 町外 宮城県仙台市泉区八乙女4-2-35 代表取締役 大越　健治

66 物品 30106 宮城ヤンマー（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区茂庭字東１９４－１ 取締役支店長 川村　浩史

67 物品 30107 オリジナル設計（株） 宮城事務所 町外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目7番18号　白蜂広瀬通ビル 所長 藤田　茂文

68 物品 30109 北部造園土木（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区岩切2-8-25 代表取締役 江刺　博

69 物品 30110 一般財団法人　宮城県公衆衛生協会 町外 宮城県仙台市泉区松森字堤下７番地の１ 理事長 大江　浩

70 物品 30111 菅野造園（株） 町外 仙台市宮城野区福室2-5-8-1002号 代表取締役 菅野　勝衛

71 物品 30113 東日本漏水調査（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区上杉４－３－２ 所長 市川　賢誠

72 物品 30114 （株）日本環境衛生研究所 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目7-14 代表取締役 今　亨弘

73 物品 30115 土木地質（株） 町外 宮城県仙台市泉区本田町13-31 代表取締役 橋本　岳祉

74 物品 30116 ミドリ安全宮城（株） 仙南営業所 町外 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広136-5 所長 三品　博
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75 物品 30118 （株）泉興業 町外 宮城県仙台市泉区上谷刈字北河原67 代表取締役 若生  伸二

76 物品 30119 日東通信（株） 町外 宮城県仙台市青葉区堤町３－１－１５ 代表取締役 髙橋 進太郎

77 物品 30120 （株）宮城県林業開発センター 町外 宮城県仙台市青葉区上杉2-4-46 代表取締役社長 髙橋　平克

78 物品 30121 宮城日野自動車（株） 大河原営業所 町外 宮城県柴田郡大河原町字東新町21-1 所長 田中　佳則

79 物品 30125 東日本観光バス（株） 町外 宮城県岩沼市二木一丁目１－２ 代表取締役 森　平和

80 物品 30127 （株）第一商事 町外 宮城県角田市角田字栄町４４ 代表取締役社長 佐々木  芳則

81 物品 30128 アイテック（株） 東北支店 町外 仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号　いちご花京院ビル８階 支店長 齋藤　拓真

82 物品 30129 （株）東日精光 町外 宮城県仙台市宮城野区二の森１１－３ 代表取締役 川名　秀徳

83 物品 30130 （株）水機テクノス 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町２－１０－１７ 支店長 千葉　一人

84 物品 30131 （株）プレシード 町外 宮城県仙台市若林区新寺三丁目2番32号 代表取締役 今野　豊

85 物品 30133 （株）太平エンジニアリング 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－６－２２ 常務取締役支店長 大橋　新一

86 物品 30134 妙法産業(株) 町外 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-9-14 代表取締役 髙橋　義明

87 物品 30136 （株）ペナントコーポレーション 町外 名取市愛島小豆島字末無窪７１－６ 代表取締役 手代木  史也

88 物品 30137 （株）公害処理センター 町外 宮城県仙台市若林区中倉３丁目9-26 代表取締役 佐藤  かちよ

89 物品 30138 （株）ワタヨシコーポレーション 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島寺前南43-1 代表取締役 渡邉　新

90 物品 30140 （株）イビソク 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区上飯田2-29-40 支店長 加藤　尚史

91 物品 30142 東洋計器（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市太白区富沢南2-12-2 支社長 小野寺　裕

92 物品 30143 陽光ビルサービス（株） 町外 宮城県仙台市青葉区上杉2-3-7 代表取締役 小山　正俊

93 物品 30144 （業）クリーン・センター宮城 町外 宮城県塩竃市越の浦１－３－２１ 理事長 鈴木　文夫

94 物品 30145 （株）NHKテクノロジーズ 仙台総支社 町外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１１号 総支社長 制野　敏光

95 物品 30146 三洋テクニックス（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-1-40 代表取締役社長 浅野　公隆

96 物品 30148 リコージャパン（株） 宮城支社　MA営業部 町外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目5-3 部長 瀧田　雄一

97 物品 30149 （株）三水コンサルタント 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 支社長 齋藤　勇治

98 物品 30150 （株）グリーンハウス 県外 東京都新宿区西新宿3－20－2 代表取締役 善田　高志

99 物品 30151 太陽産業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町7-1-20 仙台支店長 小笠原　秀樹

100 物品 30153 （株）アイ・ケー・エス 町外 宮城県石巻市鋳銭場5-21 代表取締役 森田　和

101 物品 30156 （株）ASN 町外 宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目6番地の3 代表取締役 佐々木　一弘

102 物品 30160 （株）津田印刷 町外 宮城県柴田郡大河原町字東原町13－5 代表取締役 津田　政行

103 物品 30162 十全（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３１山口ビル５階 支店長 石川　元則

104 物品 30163 コセキ（株） 町外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２－２６ 代表取締役社長 小関  正剛

105 物品 30164 （株）自然環境産業 町外 宮城県仙台市若林区井土字宅地３３番地 代表取締役 庄子　正和

106 物品 30165 クボタ環境サービス（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町２－１５－１ 支店長 德重　彰二

107 物品 30166 文化シヤッターサービス（株） 東北サービス支店 町外 宮城県仙台市若林区荒井東2-3-8 支店長 代　博之

108 物品 30167 タニコー（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区新田東一丁目3-5 所長 沼田　卓

109 物品 30168 ＮＥＣプラットフォームズ（株） 東日本支社 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7　三共仙台ビル4F 支社長 大沼　龍二

110 物品 30169 東日本油化工業（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目3-16 代表取締役社長 佐藤　正弘

111 物品 30170 東北環境整備（株） 町外 宮城県仙台市青葉区水の森３－４１－６ 代表取締役 八島  幸夫
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112 物品 30171 （株）太陽事務機 町外 宮城県仙台市宮城野区高砂一丁目１０－２ 代表取締役 若松　伸大

113 物品 30173 （株）日本レップス 東北営業所 町外 宮城県仙台市泉区上谷刈5-11-23　アヴァンセ八乙女108 所長 大沼　薫

114 物品 30174 三和商事（株） 町外 宮城県仙台市太白区富沢3-5-11 代表取締役 佐藤　昌司

115 物品 30175 アジア航測（株） 仙台支店 町外 仙台市青葉区一番町一丁目４番28号小松物産ビル 支店長 菅原　修

116 物品 30179 協業組合  共和衛生グループ 町外 宮城県岩沼市南長谷字錦187-1 代表理事 布田　和葉

117 物品 30180 （株）共和環境保全 町外 宮城県岩沼市南長谷字錦１８７－１ 代表取締役 布田　和葉

118 物品 30181 （株）富士防災 町外 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町2番15号 代表取締役 千葉　正清

119 物品 30182 交通施設工業（株） 町外 宮城県仙台市青葉区堤町２－３－１２ 代表取締役 菊田　浩之

120 物品 30183 （株）江東微生物研究所 仙台支所 町外 宮城県仙台市若林区卸町東４－１－７ 支所長代行 沼田　敦

121 物品 30184 （有）鈴や 町外 宮城県亘理郡山元町山寺字山下31-1 代表取締役 鈴木　隆

122 物品 30187 （株）オアシス楽器店 亘理店 町内 宮城県亘理郡亘理町字五日町２９ 亘理店長 太田  幸三

123 物品 30188 （株）ビー・プロ 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町4-1 代表取締役 江馬　文成

124 物品 30189 （株）パスコ 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1 仙台支店長 松村　一茂

125 物品 30192 （株）コメリ 県外 新潟県新潟市南区清水4501-1 代表取締役 捧　雄一郎

126 物品 30193 （株）北拓機工 町外 宮城県仙台市宮城野区福田町3-6-30 代表取締役 遠藤　武

127 物品 30194 古積造園土木（株） 町外 宮城県仙台市太白区八本松2-10-33 代表取締役 古積　昇

128 物品 30197 綜合警備保障（株） 宮城支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－１ 支社長 秋吉　直敏

129 物品 30200 （株）協同測量社 東北支社 町外 宮城県大崎市古川休塚字南川原５３－６ 支社長 太田　俊昭　

130 物品 30202 沖電気工業（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 支社長 松井　明

131 物品 30203 （株）オノヤスポーツ 町外 宮城県仙台市宮城野区宮城野１－４－３３ 代表取締役 五十嵐  哲雄

132 物品 30204 永薬品商事（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区茂庭台４－２２－１６ 所長 菅原　和幸

133 物品 30205 （株）ケーエス 町外 宮城県大崎市古川飯川字十文字33番地 代表取締役 菊地　正浩

134 物品 30206 三菱オートリース（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 東北支店長 阿竹　文彦

135 物品 30207 （株）前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１ 所長 津島　　正範

136 物品 30208 鈴木工業（株） 町外 仙台市若林区卸町東５－３－２８ 代表取締役 鈴木　伸彌

137 物品 30209 （株）シン技術コンサル 東北支店 町外 宮城県仙台市太白区中田5-3-21南仙台広瀬ビル3階 支店長 小山内　良一

138 物品 30210 第一物産（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区鶴代町２－６０－１ 支店長 佐伯　辰也

139 物品 30211 アサヒプリテック（株） 仙台営業所 町外 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-5-11 所長 氏家　浩樹

140 物品 30212 ホシザキ東北（株） 仙台南営業所 町外 宮城県柴田郡大河原町字新南34-5　船田ビル201 所長 三浦　秀幸

141 物品 30213 （株）河合楽器製作所 仙台公教販 町外 宮城県仙台市青葉区1番町4丁目3番28号 店長 木村　篤志

142 物品 30217 日本水道管路（株） 東北支店 町外 宮城県石巻市開成１番18 支店長 西田　久俊

143 物品 30220 同和興業（株） 名取営業所 町外 宮城県名取市杜せきのした2-6-1 所長 佐々木　淳

144 物品 30222 川口印刷工業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目７番１７号ベルザ仙台３Ｆ 仙台支店長 矢野　嗣男

145 物品 30223 （株）フォラックス教育 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区落合５－１５－２１ 所長 幸田  幹夫

146 物品 30224 愛知時計電機（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町6-1-19 支店長 田中　和彦

147 物品 30225 （株）渡辺太陽堂 町内 宮城県亘理郡亘理町字五日町３３ 代表取締役 渡邉    厚

148 物品 30227 ㈱ウォーターエージェンシー 東北中央営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目2番地の33 営業所長 藤倉　真
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149 物品 30228 （業）アクアネット 町外 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地５２６ 代表理事 佐藤  政志

150 物品 30230 石井ビル管理（株） 町外 宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１ 代表取締役 伊藤　佳津則

151 物品 30231 （株）ガーデン二賀地 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原３４－１ 代表取締役 田中　穂光

152 物品 30232 東日本技建（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東1-10-7 代表取締役 畑中　武

153 物品 30233 NECキャピタルソリューション（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央４－６－１ 東北支店長 橋爪　直樹

154 物品 30235 東日本電信電話（株） 宮城事業部 町外 宮城県仙台市若林区五橋３－２－１ 取締役　宮城事業部長 滝澤　正宏

155 物品 30236 産電工業（株） 町外 宮城県仙台市若林区荒井東１３番地の１ 代表取締役 高橋　昌勝

156 物品 30238 ニチレキ（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区港1-1-22 支店長 戸塚　浩行

157 物品 30239 （有）タカハシ運動具店 町外 宮城県仙台市若林区大和町2-4-25 代表取締役 髙橋  法雄

158 物品 30240 今野印刷（株） 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町２－１０ 代表取締役 橋浦  隆一

159 物品 30242 東通インテグレート（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町2-11-5 代表取締役 佐藤  博美

160 物品 30244 （株）青葉環境保全 町外 宮城県仙台市若林区蒲町１９－１ 代表取締役 佐藤  仁

161 物品 30245 （株）ゼンリン 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 所長 岡野　勇

162 物品 30249 （株）日本オイラー商会 町外 宮城県仙台市若林区卸町三丁目１番6号 代表取締役 鈴木 　良夫

163 物品 30250 北日本コンピューターサービス㈱ 県外 秋田県秋田市南通築地15-32 代表取締役 江畑　佳明

164 物品 30252 小林クリエイト（株） 東北営業部 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目12-7 部長 山本　裕介

165 物品 30253 （株）マルキ 町外 宮城県仙台市若林区舟丁１番地 代表取締役 佐藤  崇文

166 物品 30254 （株）サトー技建 町外 宮城県仙台市若林区河原町1-6-1 代表取締役 加藤　一也

167 物品 30256 （有）スポーツウイング 町内 宮城県亘理郡亘理町字中町東105番地 代表取締役 齋  章一

168 物品 30258 （株）アームズ東日本 町外 宮城県仙台市宮城野区新田4-32-28 代表取締役 木村  栄喜

169 物品 30259 （有）宮芝 町外 宮城県大崎市古川西館1-7-58 代表取締役 矢吹  喜信

170 物品 30260 （株）中西製作所 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区岩切分台1-8-9 支店長 石川　真吾

171 物品 30261 （株）レンタルのニッケン 名取営業所 町外 宮城県名取市本郷字焼野154-1 所長 菅野　慶太郎

172 物品 30262 （株）宮城衛生環境公社 町外 宮城県仙台市青葉区熊ケ根字野川２６－６ 代表取締役 風張　光久

173 物品 30263 （株）テラ 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区土手内1-6-13 所長 小林　二三男

174 物品 30264 （株）ケー・シー・エス 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2　SK仙台ビル 支社長 熊谷　慶一

175 物品 30265 写光オフィスパートナーズ（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町東二丁目8-20 代表取締役 庄子　行宏

176 物品 30266 コマツカスタマーサポート（株） 東北カンパニー 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目1番38号 社長 杉山　靖

177 物品 30268 ニッタン（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 支社長 及川　和明

178 物品 30269 富士テレコム（株） 郡山支店 県外 福島県郡山市大町1-14-1 支店長 菊池　敏弘

179 物品 30270 （株）三協技術 町外 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-14 代表取締役 高橋　郁

180 物品 30274 （株）電算 県外 長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 代表取締役社長 轟　一太

181 物品 30275 （株）トーケミ 仙台営業所 町外 仙台市宮城野区榴岡３－１１－６ 所長 正木　英明

182 物品 30276 日立キャピタル（株） 県外 東京都港区西新橋1-3-1 執行役 安栄　香純

183 物品 30278 （株）古川ポンプ製作所 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区柏木１－１－５３ 所長 佐々木　良則

184 物品 30280 国際文化財（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市若林区新寺1丁目3番45号 支店長 中村　祐一

185 物品 30282 （株）バイタルネット 南仙台支店 町外 宮城県名取市下余田字鹿島１０ 支店長 浅野　誠也
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186 物品 30283 富士通エフ・オー・エム（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央3-2-23　野村不動産仙台青葉通ビル 東北支社長 藤　理恵子

187 物品 30285 （株）インテック 仙台センター 町外 宮城県仙台市泉区中央2-11-10 所長 梨木　勝巳

188 物品 30287 三恵商事（株） ダスキンレントオール仙台イベントセンター 町外 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-5　ウエスト花京院ビル2階 事業部長 平山　憲一

189 物品 30289 トーハツ県南サービス（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目8番地の6 代表取締役 平間　順

190 物品 30292 日本電気（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央４－６－１ 支社長 新井場　幸夫

191 物品 30294 （株）システムズ 町外 宮城県仙台市若林区卸町２－５－４ 代表取締役 島田　信一

192 物品 30297 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市太白区長町南３－３７－１３ 支店長 大浪　浩史

193 物品 30299 （株）ジャクエツ 仙台店 町外 仙台市若林区かすみ町7-22 店長 辻　健次郎

194 物品 30301 北都ハウス工業（株） 町外 宮城県仙台市太白区ひより台25-15 代表取締役社長 藤嶋　哲明

195 物品 30302 東北ビル管財（株） 利府支店 町外 宮城県宮城郡利府町加瀬字町５９－１ 支店長 山形  文男

196 物品 30303 （株）丹勝 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－３－３２ 代表取締役 丹野　勝治

197 物品 30304 （株）日本空調東北 町外 宮城県仙台市太白区郡山5-14-17 代表取締役 中町　博司

198 物品 30305 日本ハイウエイ・サービス（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 支店長 佐藤　仁志

199 物品 30307 （株）サーベイリサーチセンター 東北事務所 町外 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号　仙台興和ビル12階 所長 千葉　記章

200 物品 30308 東北インテリジェント通信（株） 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 代表取締役社長 三浦　直人

201 物品 30309 （株）アオキ 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目北町１６－１５ 代表取締役 齊藤　松夫

202 物品 30310 健生（株） 町外 仙台市泉区本田町８－１２ 代表取締役 成澤　功

203 物品 30312 ロジスネクスト東北（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区中野2-2-17 代表取締役 中尾　浩臣

204 物品 30314 扶桑電通（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区大町１－１－３０ 執行役員支店長 池田　昌和

205 物品 30315 （株）安田岳時商店 町外 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-6サンライズレジデンス206 代表取締役 安田  泰子

206 物品 30316 第一ビジネス・フォーム（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区南小泉4-9-15 所長 平野　禎之

207 物品 30317 東北アルフレッサ（株） 仙台南支店 町外 宮城県名取市ゆりが丘1-18-15 支店長 村澤　亨

208 物品 30318 （株）櫻井防災 町外 宮城県仙台市若林区卸町1-6-6 代表取締役 櫻井  啓史郎

209 物品 30320 （株）復建技術コンサルタント 町外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 代表取締役 菅原　稔郎

210 物品 30321 東洋安全防災（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区柳生５－４－２ 所長 小林　悟

211 物品 30322 （株）ジェー・シー・アイ 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町5-3-38 代表取締役 大信田　和義

212 物品 30323 東北特機サービス（株） 町外 宮城県仙台市若林区大和町2-1-10 代表取締役 山口　清喜

213 物品 30324 （業）アクアテック栗原 町外 宮城県栗原市築館伊豆3-1-5 代表理事 佐藤　正明

214 物品 30326 （株）ＮＪＳ 仙台事務所 町外 宮城県仙台市青葉区二日町9-7 所長 新井山　幹樹

215 物品 30327 （株）日本微生物研究所 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町二丁目３－３６ 代表取締役 齋藤  哲郎

216 物品 30330 （株）東北電子計算センター 町外 宮城県名取市美田園2-1-5 代表取締役 八田　直久

217 物品 30331 （株）クロサキ自動車 町内 宮城県亘理郡亘理町長瀞字中橋３０－１ 代表取締役 黒崎  敏郎

218 物品 30334 （株）クマヒラ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区錦町１－１－５ 支店長 笹森　文安

219 物品 30336 NECネッツエスアイ（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 支店長 鈴木　斉

220 物品 30338 （株）会議録研究所 県外 東京都新宿区市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤

221 物品 30339 フジ電子興業（株） 町外 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-6-1 代表取締役 佐藤　雅宣

222 物品 30341 日精オーバル（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区南大野田24-4 仙台支店長 三井　世
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223 物品 30343 （株）ビルテック 町外 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-43 代表取締役 山形　光博

224 物品 30344 佐藤印刷（株） 町外 宮城県伊具郡丸森町大内字石神５７ 代表取締役 佐藤　新作

225 物品 30345 （株）サトー商会 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町５－６－２２ 代表取締役社長 滝口　良靖

226 物品 30348 （株）全日警 仙台支社 町外 仙台市青葉区本町３－６－１８勾当台イーストビル７階 支社長 小野沢　進

227 物品 30351 日本調理機（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町７－２－２３ 支店長 松葉　浩文

228 物品 30353 （株）東北議事録センター 町外 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１８－２１ 代表取締役 花角　潤一

229 物品 30355 （株）アテナ事務機 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目２－８ 代表取締役 板橋    英作

230 物品 30356 トッパン・フォームズ（株） 東北営業本部 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-22 東北営業本部長 矢崎　亮

231 物品 30357 （資）石垣 町内 宮城県亘理郡亘理町字五日町３２ 代表社員 石垣　泰彦

232 物品 30358 （株）会議録センター 盛岡営業所 県外 岩手県盛岡市中央通3-15-17 所長 萱場　勝竹

233 物品 30361 ㈱URリンケージ 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目8番15号 支店長 安村　孝志

234 物品 30362 テクノ・マインド（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目６番１１号 代表取締役社長 小原　正孝

235 物品 30363 （株）ヤシマ測器店 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-27 代表取締役 八島　達弥

236 物品 30364 （株）スリーエス 県外 兵庫県西宮市松原町５－２３ 代表取締役 天野　健二

237 物品 30365 （有）セイキ冷熱 町外 山元町大平字藤崎22-2 代表取締役 髙橋　政志

238 物品 30366 長谷川建設（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区新田一丁目１６番１４号 代表取締役 長谷川　淳

239 物品 30367 日本機械工業（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区一番町1-10-36 所長 伊藤　大地

240 物品 30369 （株）ウェルクル 札幌支店 県外 北海道札幌市中央区大通西9-3-33　キタコーセンタービル８F 支店長 畑澤　大輔

241 物品 30370 （株）日立ソリューションズ東日本 町外 宮城県仙台市青葉区本町２－１６－１０ 代表取締役 小玉　陽一郎

242 物品 30374 富士通Japan（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目2番23号 支社長 大橋　孝一

243 物品 30375 （有）プレーバック 町外 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-10-30 代表取締役 山口　優

244 物品 30376 いずみ清掃（株） 町外 宮城県仙台市泉区南光台１－１４－１０ 代表取締役 熊野　靖一

245 物品 30377 （株）斎テント 町外 宮城県仙台市宮城野区中野1-2-6 代表取締役 斎    南

246 物品 30378 北日本通信（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-13-32　オーロラビル 所長 阿部　良一

247 物品 30379 環境保全（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町東1-3-12 支店長 工藤　将

248 物品 30380 東北アメニティ施設（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中4-2 代表取締役 林    邦子

249 物品 30382 日通商事（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-1-1 常務執行役員支店長 及川　和彦

250 物品 30384 （株）NTT東日本－東北 町外 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 代表取締役 滝澤　正宏

251 物品 30386 理想科学工業（株） 理想仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-35 支店長 中村　紳二

252 物品 30388 （株）セレスポ 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町1-3-17 支店長 松村　将史

253 物品 30389 （株）テクノル 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区卸町3-1-21 所長 山田　一伸

254 物品 30391 福島ヤクルト販売（株） 仙南エリア拠点 町外 宮城県柴田郡大河原町字錦町６－１５ 代表 遠藤　正道

255 物品 30393 （株）石川自動車 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字上241 代表取締役 石川　裕一

256 物品 30394 丸木医科器械（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区西中田３－２０－７ 支店長 瀧川　真輝

257 物品 30396 東日本総合計画（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区土樋２５４番地 支店長 千葉　賢光

258 物品 30397 （有）玉田自動車商会 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈蕨字大宮３２－３ 代表取締役 玉田  幸三

259 物品 30399 亘理町畳業組合 町内 宮城県亘理郡亘理町字上茨田77 組合長 東　忠弘
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260 物品 30400 （有）コクチ興研 町外 宮城県仙台市太白区越路１－３アルファ愛宕橋壱番館 取締役 齋藤　由仁

261 物品 30401 第一法規（株） 県外 東京都港区南青山2-11-17 代表取締役社長 田中　英弥

262 物品 30404 （株）ニッコク 東北支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町一丁目6-10　卸町グリーンビル103 支店長 高野　節夫

263 物品 30407 （株）アミックス 町外 宮城県仙台市太白区柳生字沢目20-24 代表取締役 五十嵐  冬樹

264 物品 30408 大和リース（株） 仙台支社 町外 宮城県仙台市太白区大野田４丁目28-3 支店長 千田　文二郎

265 物品 30409 （株）不二ビルサービス 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町２－１－２　NMF仙台青葉通りビル4階 支店長 尾崎　行雄

266 物品 30410 （株）シバタインテック 町外 宮城県仙台市若林区卸町2-11-3 代表取締役社長 柴田  清孝

267 物品 30411 （株）ニチイ学館 県外 東京都千代田区神田駿河台2-9 代表取締役 森　信介

268 物品 30412 三幸化学薬品（株） 町外 宮城県仙台市若林区荒井四丁目13番地の1 代表取締役 佐藤  圭一郎

269 物品 30413 管清工業（株） 東北営業所 町外 宮城県仙台市若林区卸町東４－３－１７ 所長 田村　司郎

270 物品 30416 （財）宮城県学校給食会 町外 宮城県仙台市宮城野区枡江１７－１ 理事長 松坂　孝

271 物品 30417 （株）ホロニック 町外 宮城県仙台市泉区根白石字経檀河原5番5号 代表取締役 高橋　由里

272 物品 30418 東北ノーミ（株） 町外 宮城県仙台市太白区郡山７丁目11-12 代表取締役 嶋宮　浩栄

273 物品 30419 日建リース工業（株） 仙台支店 町外 宮城県名取市植松字田野部16-1 支店長 宮坂　博幸

274 物品 30421 （株）富士通ゼネラル 東北情報通信ネットワーク営業部 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町３－５－５ 部長 堀下　裕司

275 物品 30422 東北浅野防災設備（株） 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目南町1番10号 代表取締役 宮原　晋作

276 物品 30423 （株）エフコム 仙台支社 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-15 仙台支社長 高橋　裕明

277 物品 30424 ナブコシステム（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区新田東1-16-3 支店長 大川　博史

278 物品 30427 （株）東武 町外 宮城県仙台市青葉区中央2丁目8-13 代表取締役社長 中島　照夫

279 物品 30429 東北緑化環境保全（株） 町外 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1 代表取締役 林　隆壽

280 物品 30430 三菱電機ビルテクノサービス（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－２０ 支社長 鎌野　浩通

281 物品 30431 東北重機工事（株） 町外 宮城県塩釜市北浜四丁目14-60 代表取締役 千葉　浩介

282 物品 30432 （株）仙台放送エンタープライズ 町外 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36 代表取締役 髙荒　治朗

283 物品 30433 パナソニックLSエンジニアリング（株） 北海道・東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 支店長 菊森　慎吾

284 物品 30434 グローリー（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区小田原1-7-21 支店長 後藤　英文

285 物品 30435 昇寿チャート（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区小田原1-7-6 所長 及川　哲也

286 物品 30440 （株）日立ビルシステム 東日本支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 支社長 柾谷　隆一

287 物品 30446 亘理商工協同組合 町内 宮城県亘理郡亘理町字西郷１４０ 理事長（代表理事） 阿部  雄弘

288 物品 30448 公益財団法人　宮城県結核予防会 町外 宮城県仙台市青葉区中山吉成２－３－１ 理事長 渡辺　彰

289 物品 30450 一般財団法人　宮城県予防医学協会 町外 宮城県仙台市泉区高森二丁目1番地39 理事長 辻　一郎

290 物品 30454 （株）ＮＴＴドコモ 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-2 執行役員東北支社長 芦川　隆範

291 物品 30455 モリタ印刷（株） 町外 宮城県仙台市太白区郡山八丁目20－30 代表取締役 守　康

292 物品 30456 （株）アイエス 町外 宮城県仙台市太白区茂庭字中ノ瀬中23-1 代表取締役 伊藤  昭一

293 物品 30457 日興通信（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12－7 支店長 木内　伸和

294 物品 30458 一冨士フードサービス（株） 北海道・東北支社 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－５－２２ 北海道・東北支社長 小泉　輝

295 物品 30460 （株）日本サポートサービス 県外 東京都千代田区猿楽町2-2-10 代表取締役 籏鉾　吉男

296 物品 30461 （株）東北アイビ 町外 宮城県仙台市宮城野区宮千代１－８－７ 代表取締役 阿部  勝広
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297 物品 30462 公益財団法人　宮城県対がん協会 町外 宮城県仙台市青葉区上杉５－７－３０ 会長 下瀬川　徹

298 物品 30466 マルト食品（株） 町内 宮城県亘理郡亘理町字中町４１ 代表取締役 藤原　竜二

299 物品 30467 東北通信機器（株） 町外 宮城県岩沼市桜5-7-21 代表取締役 中村  隆一

300 物品 30469 （株）有電社 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区二日町18-25 支店長 加藤　直基

301 物品 30471 萱場工業（株） 町外 宮城県仙台市青葉区葉山町１－２６ 代表取締役 萱場    史郎

302 物品 30473 （株）内田洋行ITソリューションズ 地域事業本部東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-4-22 取締役地域事業本部東北支店長 小林　義雄

303 物品 30474 東興産業（株） 仙台営業所 町外 仙台市宮城野区岩切字青津目133-9　メゾンkmt101 所長 高木　一裕

304 物品 30476 （株）西原環境 東北営業所 町外 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３７番１３号 所長 尾﨑　浩明

305 物品 30478 大都ビルメンテナンス（株） 町外 宮城県仙台市青葉区二日町３－１０ 代表取締役 佐々木  幸一

306 物品 30480 （株）オオツボスポーツ 町外 宮城県仙台市若林区一本杉町５－４ 代表取締役 大坪  征一

307 物品 30481 （株）ライフサポートわたり おおくまふれあいセンター 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈字郡99 センター長 阿部　貞彦

308 物品 30482 新日本商事（株） 町外 宮城県遠田郡美里町北浦字天神南35番地1 代表取締役 安部　文秋

309 物品 30483 （株）ベルテック 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目4-3 代表取締役 岩屋  系詞

310 物品 30486 大栄施設管理工事（株） 町外 宮城県岩沼市中央1-2-16　なすのビル2階 代表取締役 大内　健市

311 物品 30488 石丸防災電気（有） 町外 宮城県仙台市青葉区宮町2-1-21 取締役社長 石丸　智弘

312 物品 30489 （株）ＴＫＣ 県外 栃木県宇都宮市鶴田町1758 代表取締役社長 飯塚　真規

313 物品 30492 ナラサキ産業（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 支店長 川上　公司

314 物品 30493 日本ロード・メンテナンス（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区郡山字原田5-1 所長 鈴木　敦久

315 物品 30495 NECネットイノベーション（株） 町外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目10-23 代表取締役 今井　清司

316 物品 30496 富士建設工業（株） 県外 新潟県新潟市北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦

317 物品 30497 荏原実業（株） 東北営業所 町外 宮城県仙台市青葉区上杉2-3-7　K2小田急ビル 所長 古舘　敦

318 物品 30499 長谷川体育施設（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区木町通1-5-1 支店長 川村　直樹

319 物品 30501 ニューホー高圧洗浄（株） 町外 宮城県仙台市若林区木ノ下1－25－6 代表取締役社長 小倉　聡

320 物品 30503 （株）アイリスプラザ ダイシン亘理店 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 店長 高橋　寿

321 物品 30504 フルテック（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区大和町４丁目６-４３ 支店長 高桑　康文

322 物品 30505 ヒューマンリソシア（株） 県外 東京都新宿区西新宿7-5-25 代表取締役 御旅屋　貢

323 物品 30506 （株）マルゼン 東北営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区原町２－３－４３ 所長 相原　仁

324 物品 30507 日清医療食品（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9-1 支店長 島川　淳

325 物品 30509 （有）印刷センター 町外 宮城県名取市増田字柳田６７６ 代表取締役 中澤  勇

326 物品 30511 武田印刷（株） 町外 宮城県岩沼市中央1-4-22 代表取締役 武田  直

327 物品 30512 イカリ消毒仙台（株） 町外 宮城県仙台市若林区若林６－６－１ 代表取締役 齋藤    弘

328 物品 30513 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-2 支店長 石村　隆

329 物品 30514 (株)JECC 県外 東京都千代田区丸の内3-4-1 専務取締役 依田　茂

330 物品 30515 昌和輸送機東北（株） 町外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番 代表取締役 庄子　哲男

331 物品 30516 宮十造園土木（株） 町外 宮城県仙台市青葉区八幡３－２－７ 代表取締役 亀山　征弘

332 物品 30518 （株）明広社 町外 宮城県岩沼市三色吉字鶴18-1 代表取締役 菅野  壮明

333 物品 30521 能美防災（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区本町１－２－２０ 支社長 嶋宮　浩栄
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334 物品 30522 東北公営事業（株） 町外 宮城県仙台市泉区根白石字町東26番地の1 代表取締役 武村　幸徳

335 物品 30525 日本防災工業（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目10-1 所長 濱田　善弘

336 物品 30526 笹氣出版印刷（株） 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町８－４５ 代表取締役 永峯　博明

337 物品 30527 リコーリース（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 支社長 岩田　克一

338 物品 30529 （有）マルワタクシー 町内 宮城県亘理郡亘理町字道田西58 代表取締役 佐藤　祥子　

339 物品 30530 （株）アサヒビルメンテナンス 南仙台支店 町外 宮城県亘理郡山元町八手庭字大夫30-1 取締役支店長 近江　克之

340 物品 30531 （株）理化産業 町外 宮城県仙台市青葉区角五郎2-6-5 代表取締役 髙橋　宏明

341 物品 30533 名鉄観光サービス（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3　仙台キャピタルタワー6Ｆ 仙台支店長 後藤　敏幸

342 物品 30535 植新緑化（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字大谷14 代表取締役 菊地　新太郎

343 物品 30538 メタウォーター（株） 東北営業部 町外 仙台市青葉区一番町１丁目９番１号仙台トラストタワー 部長 伊藤　克美

344 物品 30540 一般社団法人　亘理郡医師会 町内 宮城県亘理郡亘理町字悠里１番地　亘理町保健福祉センター内 事務長 岩渕　伸子

345 物品 30541 （株）エフエムいわぬま 町外 岩沼市三色吉字雷神7-1 代表取締役 渡邉　正次

346 物品 30548 （株）ニッコクトラスト 東日本支社 町外 宮城県仙台市太白区長町3-7-13 支社長 富塚　晃光

347 物品 30552 （株）宮城ヤンマー商会 町外 宮城県仙台市若林区古城3-10-33 代表取締役 佐藤　裕二

348 物品 30559 北日本環境整備（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-18-26 代表取締役 千葉  信弘

349 物品 30563 （株）日立システムズ 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区本町２-１５-１ 支社長 井上　望

350 物品 30564 （株）天童木工 県外 山形県天童市乱川一丁目３番１０号 取締役社長 加藤　昌宏

351 物品 30567 ランスタッド（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3　仙台マークワン15F 支店長 金澤　直人

352 物品 30569 東芝エレベータ（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 支社長 石田　竜治

353 物品 30570 (株)北都プラント 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区荒井七丁目2番地の３ 所長 髙橋　則彦

354 物品 30572 （株）エクス 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区大町2-4-10 所長 日野　一成　

355 物品 30575 （有）アクア・エコライフ 町外 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原143-2 代表取締役 髙橋　典郎

356 物品 30578 （有）佐藤蒟蒻店 町外 宮城県亘理郡山元町真庭字浅生126 代表取締役 佐藤　剛

357 物品 30580 ブイファッション仙台（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区原町5-8-47 代表取締役 目黒　秀樹

358 物品 30584 協業組合　名亘清掃事業公社 町外 宮城県岩沼市南長谷字原西96-2 代表理事 相澤　浩市

359 物品 30587 ワタキューセイモア（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原６－５１ 支店長 中村　七和

360 物品 30590 （株）エヌイーエスコーポレーション 仙南支社 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字御狩屋159-98 仙南支社長 黒田　利夫

361 物品 30592 みずほ東芝リース（株） 県外 東京都港区虎ノ門1-2-6 代表取締役 吉田　亨

362 物品 30594 （有）ラップシステム 県外 神奈川県平塚市川内２３６－１－１０２ 渡邊　寿人

363 物品 30603 葵工業（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０-１５ 代表取締役 鎌田　雅之

364 物品 30604 （株）ナカノアイシステム 仙台営業所 町外 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2　アバンサール泉中央303号 所長 大内　弘

365 物品 30606 ヤンマーアグリジャパン（株） 仙南支店 町外 宮城県岩沼市空港南1-3-9 支店長 高橋　正昭

366 物品 30607 （株）ハイウェイとうほく 町外 宮城県仙台市泉区永和台35-1 代表取締役社長 早坂　幸男

367 物品 30609 （株）大塚商会 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1　広瀬通ＳＥビル９Ｆ 支店長 石井　禎

368 物品 30610 ディックライト（株） 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字蛇台原５０－１ 代表取締役 山岸　博雅

369 物品 30612 加茂川啓明電機（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市太白区西中田5-13-13 常務取締役東北支店長 鈴木　廣明

370 物品 30613 新和産業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区東中田5丁目11-18 支店長 鈴木　茂
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371 物品 30616 富士通リース（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番23号 支店長 山内　和也

372 物品 30617 （株）図書館流通センター 県外 東京都文京区大塚3-1-1 代表取締役 細川　博史

373 物品 30618 （株）トシマ 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町3-5-20 支店長 早坂　聡

374 物品 30619 （株）トヨタレンタリース仙台 町外 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-8-1 代表取締役 渡辺　良一

375 物品 30620 太平ビルサービス（株） 仙南営業所 町外 宮城県柴田郡大河原町字町向126-4　オーガﾞ2F 営業所長 大久保　寿人

376 物品 30621 エヌ・ティーファシリティーズ（株） 町外 宮城県仙台市青葉区国分町１－６－１８ 代表取締役会長兼社長 狩野　伸彌

377 物品 30622 小山（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目１５番地５ 所長 大町　祐右

378 物品 30624 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 東北社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 東北社　社長 岩田　一宏

379 物品 30626 凸版印刷（株） 東日本事業部 町外 宮城県仙台市泉区明通３－３０ 取締役常務執行役員事業部長 小谷　友一郎

380 物品 30627 白石リース（有） 町外 宮城県白石市福岡深谷字三本松100番地 代表取締役 井元　斉

381 物品 30629 （株）中央特殊興業 宮城営業所 町外 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１番21 代表取締役 酒井　和彦

382 物品 30631 （株）BSNアイネット 東北営業所 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1　ＨＦ仙台本町ビルディング5F 所長 渡辺　祐

383 物品 30633 實商（株） 町外 宮城県仙台市青葉区中央1-7-20 代表取締役 佐藤　髙夫

384 物品 30635 ジェットインターネット（株） 町外 宮城県柴田郡大河原町字中島町5番地27 代表取締役 晋山　孝善

385 物品 30637 （株）三立 大河原営業所 町外 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向126-4オーガ1F 所長 橋本　昭彦

386 物品 30638 （株）モトキ 町外 宮城県柴田郡大河原町字新南59-8 代表取締役 本木  拓也

387 物品 30642 ノムラテクノ（株） 県外 東京都港区台場2-3-1 代表取締役 秋田　昌彦

388 物品 30643 テスコ（株） 第一営業部 町外 宮城県仙台市泉区大沢三丁目４番地の３ 部長 白　浩隆

389 物品 30645 ㈱インタラック北日本 本店 町外 岩手県盛岡市中央通一丁目11番17号 代表取締役 佐藤　安則

390 物品 30646 （株）東北機水 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目南町５－３７ 代表取締役 目黒　圭一

391 物品 30647 日東工営（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 支店長 櫻井　英之

392 物品 30648 （株）アイネス 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1-17-7 支社長 前田　好治

393 物品 30651 （株）さとう総業 町外 宮城県仙台市泉区七北田字朴木沢９３－１ 代表取締役 佐藤　朝夫

394 物品 30654 日成ビルド工業（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区高砂1-24-4 仙台支店長 丸一　暢広

395 物品 30658 （株）トヨタレンタリース宮城 町外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１１番３３号 代表取締役 後藤　隆一

396 物品 30659 （株）東日本ソルト 仙台営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-3-20 所長 西山　俊樹

397 物品 30665 理水化学（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区北目町1-18 支店長 大友　哲也

398 物品 30667 （有）協大 亘理店（ホンダカーズ亘理） 町内 宮城県亘理郡亘理町字東郷１９４－１ 亘理店店長 平井　祐介

399 物品 30671 （有）アベル・エレクト 町外 宮城県仙台市宮城野区田子1-12-6 代表取締役 鈴木　章夫

400 物品 30673 三菱電機システムサービス（株） 北日本支社 町外 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35 支社長 菅原　浩司

401 物品 30675 宮城トヨタ自動車(株) 岩沼店 町外 宮城県名取市本郷字観音215 店長 梅津　純一

402 物品 30678 公益社団法人　みやぎ農業振興公社 町外 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 理事長 寺田　守彦

403 物品 30680 （株）ソノベ 町外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12番12号 代表取締役 園部　英明

404 物品 30683 （株）ムラタック 町外 宮城県仙台市宮城野区福室4-18-45 代表取締役 村田　繁

405 物品 30691 （株）東洋食品 県外 東京都台東区東上野1-14-4 代表取締役 荻久保　英男

406 物品 30692 （有）三和商会 町外 宮城県仙台市若林区沖野五丁目11-7 代表取締役 庄司　哲也

407 物品 30694 むつみ造園土木（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町11-1 取締役支店長 草彅　大蔵
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408 物品 30697 （株）瑞鳳園 町外 宮城県仙台市青葉区八幡7-20-25 代表取締役 内海　一富

409 物品 30698 （株）ぎじろくセンター 東京営業所 県外 東京都中央区日本橋小舟町9-3　日本橋相互ビル505号室 取締役兼東京営業所長 濱野　尚子

410 物品 30700 （株）東北ディエスジャパン 町外 宮城県仙台市若林区六郷1番地7号 代表取締役 北條　陽子

411 物品 30703 （株）ミヤコーバス 名取営業所 町外 宮城県名取市堀内字北竹62番地 執行役員南部地区支配人 阿部　信治

412 物品 30704 東亜環境サービス（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目1-21 代表取締役 込山　敬規

413 物品 30711 富士電機ＩＴソリューション（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー 支店長 福嶋　晴彦

414 物品 30712 大成温調（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡102番地の9 支店長 佐藤　光好

415 物品 30713 （株）三洋設計 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-16 代表取締役 宮地　和孝

416 物品 30721 日本ビルコン（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-20 支社長 源川　治男

417 物品 30725 （株）旭商会仙台店 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1-9-38 代表取締役 和田　剛和

418 物品 30726 （有）河北消毒センター 町外 宮城県仙台市泉区北中山二丁目26番地の3 代表取締役 武東　哲

419 物品 30731 （業）名取環境事業公社 町外 宮城県名取市飯野坂字南沖61番１ 代表理事 齋藤　剛生　

420 物品 30732 （株）学研エリアマーケット 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-43 支店長 小野　洋靖

421 物品 30733 （株）エス・ケイ・ディ 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区新田一丁目16番14号 支店長 柴田　則夫

422 物品 30735 （株）山家農林改良園 町外 宮城県角田市島田字小一郎作59-2 代表取締役 山家　隆

423 物品 30740 （株）五十嵐商会 町外 宮城県仙台市若林区卸町5-1-4 代表取締役 五十嵐　善正

424 物品 30741 （株）ピュアスポーツ 町外 宮城県柴田郡大河原町字新東36-1 代表取締役 斎藤　恵美子

425 物品 30743 アイネット（株） 県外 福島県会津若松市天神町30-52 代表取締役 佐藤　守哉

426 物品 30745 （株）キクテック 町外 宮城県仙台市太白区東中田六丁目1番47号 代表取締役 佐藤　義信

427 物品 30749 東陽エンジニア（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区田子3-19-55 代表取締役 吉田　匡志

428 物品 30750 ヤンマー舶用システム（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目1番地5 支店長 高橋　雄一

429 物品 30753 （株）前川製作所 県外 東京都江東区牡丹3-14-15 代表取締役社長 前川　真

430 物品 30756 東海リース（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 支店長 山本　憲

431 物品 30761 仙舗建設（株） 町外 仙台市若林区荒井７丁目３７－２ 代表取締役 加瀬　康弘

432 物品 30774 （株）竹内農機商会 町内 宮城県亘理郡亘理町字西郷261-1 代表取締役 竹内　富士夫

433 物品 30775 ALSOK宮城（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目8番26号 代表取締役 川杉　謹也

434 物品 30780 （株）東北舞台工業 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上40-11 代表取締役 関本　隆

435 物品 30782 川嶋印刷（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区土樋8　パルメゾン土樋707 所長 山口　浩一

436 物品 30783 東北紙工（株） 町外 宮城県仙台市若林区中倉1-13-1 代表取締役 村上　良雄

437 物品 30786 （株）仙台リサイクルセンター 町外 宮城県仙台市泉区根白石字福沢後1番地の1 代表取締役 沼田　隆

438 物品 30789 富士通ネットワークソリューションズ（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番23号 東北支店長 白井　秀峰

439 物品 30790 （財）宮城県成人病予防協会 町外 宮城県仙台市泉区本田町8番26号 理事長 田中　徹

440 物品 30799 （株）ジョイトーク 町外 栃木県さくら市氏家２３７１－１２ 代表取締役 土屋　尋人

441 物品 30804 東化研（株） 東北営業所 町外 宮城県仙台市宮城野区原町3-3-1 所長 阿部正幸

442 物品 30812 トヨタエルアンドエフ宮城（株） 町外 宮城県富谷市成田9-8-2 代表取締役 後藤　礼三

443 物品 30815 （株）中松商会 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区舟丁16 所長 赤坂　壮一

444 物品 30816 （株）フソウ 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 支店長 伊藤　祥臣
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445 物品 30819 （株）前田機器サービス 町外 宮城県仙台市若林区南小泉4-11-13 代表取締役 中津川　昭

446 物品 30823 特定非営利活動法人　MISO 町外 宮城県塩釜市石堂3-14 理事 松崎　倫子

447 物品 30824 （有）大友園芸 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈榎袋字砂金192 代表取締役 大友　孝章

448 物品 30825 鈴木造園 町内 宮城県亘理郡亘理町長瀞字西谷地13-11 代表 鈴木　勝夫

449 物品 30826 阿部春建設（株） 町内 宮城県亘理郡亘理町字東郷209-5 代表取締役 阿部　泰典

450 物品 30827 （株）芦名組 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字一郷35 代表取締役 芦名　勇

451 物品 30829 （株）渡辺工務店 町内 宮城県亘理郡亘理町長瀞字南原193-133 代表取締役 渡辺　涼

452 物品 30830 （株）斎藤工務店 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字中野上108 代表取締役 齋藤　信

453 物品 30831 田中建材輸送（株） 町内 亘理町吉田字松元209-10 代表取締役 田中　優一

454 物品 30832 （有）小野工務店 町内 亘理町字泉ヶ入140 代表取締役 小野　眞平

455 物品 30833 （株）岩佐組 町内 宮城県亘理郡亘理町吉田字板橋99 代表取締役 岩佐　正夫

456 物品 30834 千石建設（株） 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字天王62-2 代表取締役 千石　勇

457 物品 30835 （株）宮城林産 町内 宮城県亘理郡亘理町字道田西22-2 代表取締役社長 佐藤　恵一

458 物品 30836 （株）阿部工務店 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字水神62 代表取締役 阿部　亀久夫

459 物品 30837 （株）太田工務店 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字中原39-1 代表取締役 太田　修

460 物品 30838 結城組（株） 町内 亘理町逢隈中泉字中3番地1 代表取締役 結城　佳之

461 物品 30843 東芝コンシューママーケティング（株） 東北カスタマーサービス部 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町7-2-40 部長 伊藤　正樹

462 物品 30845 （株）みぞい 町外 宮城県仙台市宮城野区岩切字畑中5-9 代表取締役 溝井　悟

463 物品 30847 サムライン（株） 県外 大阪府大阪市中央区島之内1-17-12-10F 代表取締役 杉浦　幸太

464 物品 30849 セコムクレジット（株） 県外 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号新宿アイランドタワー12階 代表取締役 長尾　誠也

465 物品 30853 （株)環境産業 町外 宮城県栗原市志波姫南郷外沼66 代表取締役 佐藤　貴浩

466 物品 30865 アクリーグ（株） 東北営業所 町外 宮城県仙台市青葉区木町通1-5-5 所長 関口　延男

467 物品 30869 （株）エイテック 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目３番１１号 支店長 熊谷　清正

468 物品 30871 (株)アドテック 町外 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-5-10 代表取締役 村上　英樹

469 物品 30873 重吉興業(株) 町外 宮城県石巻市門脇字元明神１０番地 代表取締役 山内　ひろみ

470 物品 30877 東化研（株） 県外 福島県福島市田沢字桜台23-2 代表取締役 渡邉　昌彦

471 物品 30880 （株）両備システムズ 県外 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 代表取締役 松田　敏之

472 物品 30881 （株）テレコム 東北支店 町外 宮城県仙台市泉区泉中央3-18-4　オフィス21　泉3F. 支店長 阿部　浩次

473 物品 30882 アシスト㈱ 県外 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 代表取締役 西村　竹松

474 物品 30886 特定非営利活動法人　元気な日本をつくる会 県外 東京都渋谷区神宮前5-52-2　青山オーバルビル１４階 理事長 大久保　秀夫

475 物品 30888 （株）仙台ナーセリー 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字原8-2 代表取締役 佐藤　ヒロ子

476 物品 30891 いすゞ自動車東北（株） 宮城支社　仙南支店 町外 宮城県刈田郡蔵王町宮字小金田18-8 支店長 岩渕　昭博

477 物品 30892 （株）フクシ・エンタープライズ 東北支店 町外 宮城県岩沼市桜二丁目8番22号202 支店長 伊藤　光幸

478 物品 30894 三協フロンテア㈱ 仙台支店 町外 宮城県名取市増田字柳田198-1 支店長 馬場　透

479 物品 30895 （株）エーブィテック 町外 宮城県仙台市若林区沖野4-1-30 代表取締役 梅津　晋

480 物品 30897 （株）県南衛生工業 町外 宮城県柴田郡村田町大字足立字稲荷山44 代表取締役 葉坂　勝

481 物品 30899 第一環境（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 支店長 瀧口　秀樹
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482 物品 30900 （株）ミヤハン 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-8-36 取締役仙台支店長 成田　治

483 物品 30901 （株）日本インシーク 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 支店長 井関　隆雄

484 物品 30902 （株）コムメディア 町外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12番12号 代表取締役 遠藤　浩

485 物品 30903 TSP太陽（株） 東北営業所 町外 宮城県仙台市青葉区二日町17-27　北四青葉ビル３階D号室 所長 宗方　重之

486 物品 30910 パーソルテンプスタッフ・カメイ（株） 町外 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20　花京院スクエア8階 代表取締役 岩崎　聖

487 物品 30912 青葉造園（株） 町外 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉341-5 代表取締役 大場　竜太郎

488 物品 30913 （株）宅配 県外 東京都文京区本郷4-11-5 代表取締役 斜森　太郎

489 物品 30916 （株）南東北クボタ 名取本社 町外 宮城県名取市田高字原182-1 営業本部長 門馬　英敏

490 物品 30919 （有）ミドリ企画 町外 宮城県仙台市宮城野区福室4-2-35 代表取締役 尾形　伸也

491 物品 30920 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町東３丁目１－２７　シャープ仙台ビル 支店長 両満　貴

492 物品 30921 （株）四門 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-12 支店長 田上　敏也

493 物品 30923 （株）オリエンタルコンサルタンツ 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6-1 取締役執行役員　東北支社長 江藤　和昭

494 物品 30924 （株）小彌太 県外 岩手県花巻市愛宕町3-12 代表取締役 小瀬川　弘樹

495 物品 30927 （株）ジェーエーシー 町外 宮城県仙台市青葉区昭和町1-37 代表取締役 真野　仁希

496 物品 30930 日本事務器（株） 東北支社 町外 仙台市青葉区中央4-10-3 支社長 田中　春彦

497 物品 30933 北日本紙業（株） 県外 福島県南相馬市原町区東町3-106-3 代表取締役 佐藤　栄

498 物品 30936 （株）イワサ 町外 宮城県角田市梶賀字高畑南431 代表取締役 岩佐　哲昭

499 物品 30937 （株）ＭＳ商事 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海3-13 代表取締役 佐藤　實

500 物品 30940 橋爪商事（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区鶴代町2-40 支店長 水野　孝志

501 物品 30941 （株）星理科学器械 町外 宮城県仙台市青葉区大町2-11-14 代表取締役 高橋　治

502 物品 30942 （株）松本歯科商会 町外 宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20 代表取締役 松本　渡

503 物品 30947 昭和コンクリート工業（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区二日町2-15 執行役員支店長 齋藤　聡

504 物品 30949 玉野総合コンサルタント（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目13番22号 支店長 尾崎　富男

505 物品 30953 （株）シグマット 町内 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸17 代表取締役 林　秀敏

506 物品 30954 （株）東北フレーベル 町外 宮城県仙台市泉区松森字八沢92 代表取締役 菅谷　守

507 物品 30956 前田製管（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 支店長 梅木　茂昭

508 物品 30959 安藤建設工業（株） 町外 宮城県富谷市志戸田字北田子沢107 代表取締役 安藤　照男

509 物品 30960 東邦薬品（株） 仙台東営業所 町外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目１０番３号 営業所長 宮沢　明

510 物品 30961 （株）クロスキャット 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 支店長 髙橋　晶

511 物品 30964 ㈱アーキジオ 東北事務所 町外 仙台市宮城野区高砂2-2-2 所長 桑野　正文

512 物品 30973 ナンポ産業（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区蒲生字荻袋34-2 代表取締役 南浦　成治

513 物品 30974 ナショナルエレベーター工業（株） 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原47-12 代表取締役 大場　秀兵

514 物品 30975 （株）協働管財 県外 東京都新宿区若葉1-10-11 代表取締役 塚本　吉朗

515 物品 31007 ㈱国際開発コンサルタンツ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-25 取締役支店長 佐々木　勝彦

516 物品 31009 亘理町葬祭業組合 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原1-5 代表 鈴木　拓文

517 物品 31013 日本コムテック（株） 東京支店 県外 東京都千代田区内神田2-12-12 支配人 関山　学

518 物品 31016 （株）NNCエンジニアリング 南魚沼支社 県外 新潟県南魚沼市大崎4369-2 支社長 中島　直人
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令和3・4年度　亘理町入札参加資格者名簿（物品・役務等）

№ 受付区分名 業者コード 業者名 営業所名 地区区分 住所 代表者役職名（受任者役職） 代表者名（受任者名）

519 物品 31017 斎久工業（株） 東北支店 町外 仙台市青葉区国分町3-6-1 支店長 片　暢之

520 物品 31021 テスコ（株） 県外 東京都千代田区西神田1-4-5 代表取締役 髙橋　久治

521 物品 31022 公益社団法人　宮城県建設センター 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目1番20号 理事長 門傳　淳

522 物品 31025 日本国民食㈱ 県外 東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号 代表取締役 市川　敏一

523 物品 31027 （株）ラング 県外 岩手県盛岡市永井20地割61-5　CAビル1階 代表取締役 横山　真

524 物品 31028 （株）環境管理センター 福島事業所 県外 福島県福島市陣場町８ー２４　サニーコート福島４０４ 所長 木下　慎

525 物品 31029 美和電気工業（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市太白区大野田5-3-4 取締役支社長 畠山　仁

526 物品 31030 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 県外 京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5　西京極駅前ビル6階 代表取締役 藤原　壮督

527 物品 31032 キョウワプロテック（株） 仙台事業所 町外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号プライムスクエア広瀬通4F 所長 佐藤　俊次

528 物品 31034 （株）宮城環境保全研究所 町外 宮城県仙台市青葉区八幡3-2-7 代表取締役 亀山　武弘

529 物品 31035 ㈱日専連ライフサービス 町外 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 代表取締役 菅原　亨

530 物品 31037 (株)日比谷アメニス 町外 東京都港区三田四丁目７番２７号 代表取締役 小林　定夫

531 物品 31038 (株)東光コンサルタンツ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町2-9-8 支店長 藤縄　寛

532 物品 31039 （株）写真企画 町外 宮城県仙台市太白区富沢南1-19-2 代表取締役 阿部　寛之

533 物品 31040 （株）アイシーエス 県外 岩手県盛岡市松尾町17-8 代表取締役社長 法貴　敬

534 物品 31041 （株）東洋技研 町外 宮城県仙台市太白区長町南3丁目8番8号 代表取締役 鈴木　正治

535 物品 31044 （株）木元装建 仙台営業所 町外 宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8-7 所長 目黒　久孝

536 物品 31045 （株）東北消防設備 仙台支社 町外 宮城県仙台市青葉区落合五丁目9-27 仙台支社長 佐藤　雄次

537 物品 31046 三浦工業(株) 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区岩切分台3丁目1番地の2 支店長 山田　耕司

538 物品 31047 大日本コンサルタント(株) 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区中央1丁目6番35号 執行役員支社長 向田　昇

539 物品 31048 (株)ビー・エイチ・シー 町外 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目11番9号 代表取締役 村山　清志

540 物品 31049 （株）日産サティオ宮城 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目10番6号 代表取締役 小林　正樹

541 物品 31051 （株）仙台三川 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目6番10号 代表取締役 寺嶋　強

542 物品 31052 （株）フィリップス・ジャパン 県外 東京都港区港南2丁目13番37号フィリップスビル 事業部長 大石　恭裕

543 物品 31053 仙台バス(株) 町外 宮城県岩沼市空港南4丁目1番7 代表取締役 扇　厚子

544 物品 31054 永田醸造（株） 町内 宮城県亘理郡亘理町字上町31番地 代表取締役 永田　洋

545 物品 31055 仙台湾燻蒸（株） 町外 宮城県塩釜市港町2丁目3番9号 代表取締役 髙田　徹四郎

546 物品 31059 サンエイ（株） 町外 宮城県仙台市若林区新寺3丁目13番24号 代表取締役 三浦　德雄

547 物品 31061 （株）ムサシ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2 支店長 菊地　貴志

548 物品 31062 （株）コスモリサーチ 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区上杉1-15-8 支店長 大崎　智

549 物品 31063 ㈱エスカム 県外 茨城県つくば市真瀬1512-25 代表取締役 秋田　茂

550 物品 31069 (株)ライズファクトリー 県外 東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号　日東九段ビル6階 代表取締役 戸田　その子

551 物品 31074 （NPO）わたりグリーンベルトプロジェクト 町内 宮城県亘理郡亘理町吉田字原306番地16号 代表理事 片岡　義隆

552 物品 31075 日本ドライケミカル(株) 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1　電力ビル本館３階 支店長 市川　克二

553 物品 31079 （株）ノガミ 関東支店 県外 千葉県成田市並木町221 支店長 桐谷　優

554 物品 31081 ミザック（株） 東京支店 県外 東京都千代田区内幸町1－3－3　内幸町ダイビル803 支店長 山崎　慶祐

555 物品 31084 （株）ミヤツー 町外 宮城県仙台市太白区山田本町16-1 代表取締役 吉田　建是
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令和3・4年度　亘理町入札参加資格者名簿（物品・役務等）

№ 受付区分名 業者コード 業者名 営業所名 地区区分 住所 代表者役職名（受任者役職） 代表者名（受任者名）

556 物品 31085 中央開発㈱ 東北支店 町外 宮城県仙台市若林区蒲町東20-6 支店長 三浦　正人

557 物品 31087 ランドブレイン（株） 仙台事務所 町外 宮城県仙台市青葉区本町1-12-30 事務所長 黒川　朋広

558 物品 31092 （株）第一事務機商会 町外 宮城県岩沼市相の原3-3-2 代表取締役 佐藤　賢一

559 物品 31100 社会福祉法人　ありのまま舎 町外 仙台市太白区西多賀四丁目19‐1 理事長 高橋　治

560 物品 32000 タカオ（株） 東北営業所 町外 仙台市青葉区二日町16-1　二日町東急ビル 所長 唐川　一秀

561 物品 32001 （株）林田製作所 県外 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田56番地1 代表取締役 林田　廣一

562 物品 32002 亘理町建設職組合 町内 亘理郡亘理町字西郷１４０　亘理山元商工会内 組合長 笹木　一彦

563 物品 32003 （株）鈴木印刷所 町外 石巻市蛇田字新谷地前１２１番地 代表取締役 鈴木　勝

564 物品 32005 （株）近畿日本ツーリスト東北　 仙台団体旅行支店 町外 仙台市青葉区中央１ー７－２０ 支店長 関　貴光

565 物品 32007 （株）常南 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字星52番地 代表取締役 髙橋　理佳

566 物品 32010 （株）泉パークタウンサービス 町外 仙台市泉区高森7丁目2番 取締役社長 永田　直利

567 物品 32011 一般社団法人　岩沼歯科医師会 町外 岩沼市舘下一丁目1-19-2F 会長 遠藤　裕三

568 物品 32012 東芝キヤリア（株） 東北支社 町外 仙台市若林区卸町二丁目２番地１ 支社長 渡辺　正己

569 物品 32013 （株）國井印刷 町外 岩沼市藤浪一丁目4-35 代表取締役 國井　隆平

570 物品 32015 セントラルスポーツ（株） 営業部　第5ユニット 町外 仙台市青葉区昭和町1番37号 ユニット長 村上　信之

571 物品 32018 ａｒｉＴＶ株式会社 町外 仙台市青葉区中央二丁目１０番１号　第二勝山ビル４階 代表取締役 佐藤　貴之

572 物品 32021 東洋セキュリティ（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区小田原一丁目8番31号 代表取締役 山内　宗弘

573 物品 32023 レッドホースコーポレーション（株） 県外 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア9F 代表執行役社長 宮本　隆温

574 物品 32024 （株）小山商会 仙台支店 町外 仙台市若林区卸町東1-8-23 専務取締役支店長 小山　喜康

575 物品 32026 （株）電通東日本 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1　仙台パークビル 支社長 大山　健司

576 物品 32029 （有）大槻商店 町外 宮城県東松島市矢本字穴尻31-6 代表取締役 大槻　眞道

577 物品 32030 （株）プレスアート 町外 宮城県仙台市若林区土樋103 代表取締役 今野　勝彦

578 物品 32032 大成機工（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 支店長 岡田　洋介

579 物品 32033 三菱電機クレジット(株) 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 支店長 我妻　忠義

580 物品 32036 一般財団法人　山形県理化学分析センター 環境調査室 町外 宮城県仙台市太白区郡山字谷地田東14-19 室長 大谷　考一

581 物品 32037 ＳＢテクノロジー（株） 県外 東京都新宿区新宿6-27-30 代表取締役 阿多　親市

582 物品 32038 東京センチュリー(株) 県外 東京都千代田区神田練塀町3番地 代表取締役 野上　誠

583 物品 32039 （株）松下設計 仙台支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-8 支社長 本田　彰

584 物品 32040 (有)宮城興業 町外 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神３－３ 代表取締役 小松　克俊

585 物品 32041 大和不動産鑑定（株） 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 東北支社長 中山　修

586 物品 32043 （株）レパスト 県外 東京都中央区銀座7丁目13-8 代表取締役 西　　剛平

587 物品 32044 サイカワスポーツ（株） 町外 仙台市若林区伊在三丁目7-2 代表取締役 千葉　和博

588 物品 32047 有限会社　高友商店 町外 柴田郡大川原町大谷字町向109 代表取締役 高橋　綾子

589 物品 32048 キョウワセキュリオン東北　株式会社 町外 仙台市青葉区花京院2丁目1-14 代表取締役 小林　　光一

590 物品 32053 （株）ビサイドオフィス 町外 仙台市泉区泉中央4-19-1　プラーナ泉中央203 代表取締役社長 泉澤　佳宏

591 物品 32055 一般社団法人　岩沼市医師会 町外 岩沼市桜二丁目８番３０号 会長 真嶋　光

592 物品 32058 （株）宮城公害処理 町外 仙台市若林区三本塚字荒谷85 代表取締役 菊地　清一
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令和3・4年度　亘理町入札参加資格者名簿（物品・役務等）

№ 受付区分名 業者コード 業者名 営業所名 地区区分 住所 代表者役職名（受任者役職） 代表者名（受任者名）

593 物品 32059 （株）ナガワ 仙台支店 町外 仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー２３階 支店長 車田　聡

594 物品 32060 安積電気通信興業（株） 仙台営業所 町外 仙台市若林区荒井一丁目11番地の4 営業所長 星　俊夫

595 物品 32062 ＮＥＣフィールディング（株） 仙台支店 町外 仙台市若林区新寺一丁目3-45 仙台支店長 田村　晴義

596 物品 32063 （株）ホクトコーポレーション 町外 仙台市青葉区上愛子字堀切1-13 代表取締役 及川　文和

597 物品 32064 （株）チャイルド本社 仙台営業所 町外 仙台市泉区高森3-4-130 所長 菊池　俊克

598 物品 32066 菱光リフト東北（株） 町外 仙台市泉区加茂三丁目16-8 代表取締役 木村　慎一郎

599 物品 32073 （株）エース・ウォーター 東北営業所 町外 仙台市青葉区五橋1-4-24　ライオンズビル606 所長 佐々木　悟

600 物品 32075 （株）協和コンサルタンツ 東北支社 町外 仙台市青葉区花京院２丁目1-14 支社長 森田　義也

601 物品 32078 （株）いせかん 町外 仙台市若林区卸町2-3-4 代表取締役 岩渕　雄司

602 物品 32079 （株）宮城通信機 町外 仙台市太白区郡山字南中河原北89-1 代表取締役 齋藤　勉

603 物品 32080 福味商事（株） 県外 福島県本宮市本宮字舘町161-2 代表取締役 内田　信市

604 物品 32082 （株）ミヤコ― 町外 仙台市若林区三本塚字荒谷85 代表取締役 菊地　恵巳

605 物品 32084 （株）マイシステム 県外 新潟県新潟市中央区笹口二丁目12-10 代表取締役 伊田　博

606 物品 32087 （株）河北新報普及センター 町外 仙台市青葉区五橋1-1-10　第２河北ビル2Ｆ 代表取締役 佐藤　新光

607 物品 32092 (株)イーストジャパンクオリティ 町外 宮城県名取市愛島台2-6-6 代表取締役 菅野　絵美

608 物品 32094 (株)スタジオ三十三 県外 京都府京都市伏見区竹田松林町11 代表取締役 井上　喜代志

609 物品 32097 社会福祉法人　亘理町社会福祉協議会 町内 宮城県亘理郡亘理町字旧舘60-7 会長 小齋　芳夫

610 物品 32098 横浜ウォーター(株) 県外 神奈川県横浜市中区相生町6-113 代表取締役 鈴木　慎哉

611 物品 32099 （株）鈴木弘人設計事務所 町外 宮城県仙台市青葉区八幡1-10-14 代表取締役 鈴木　弘二

612 物品 32100 （有）共伸工業 新潟事業所 県外 新潟県新潟市東区上王瀨町１番地６１ 所長 長谷川　弘

613 物品 32101 （株）スズキショップわたり 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字上264 代表取締役 成毛　政孝

614 物品 32103 （有）伊達土建 町内 亘理町字上中野地48-3 代表取締役 伊達　睦夫

615 物品 32105 （有）熊澤工務店 町内 亘理郡亘理町吉田字松元238-111 代表取締役 熊澤　正人

616 物品 32106 一般社団法人　日本家族計画協会 県外 東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館 理事長 北村　邦夫

617 物品 32107 （株）エムジェイ 町外 宮城県大崎市古川駅前大通6-4-20 代表取締役 岩井　新陽

618 物品 32109 （株）データホライゾン 県外 広島県広島市西区草津新町１丁目21番35号　広島ミクシス・ビル 代表取締役 内海　良夫

619 物品 32110 三谷コンピュータ（株） 県外 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号７番地1-13 代表取締役社長 後　淳也

620 物品 32113 公益社団法人　亘理町シルバー人材センター 町内 宮城県亘理郡亘理町字旧舘61-22 理事長 赤松　儀郎

621 物品 32114 (株)YCC情報システム 県外 山形県山形市松波4-5-12 代表取締役 朝井　正夫

622 物品 32117 興信管工(株) 町内 宮城県亘理郡亘理町吉田字大谷地72-301 代表取締役 渡部　智幸

623 物品 32118 マルフネ商店 町内 亘理郡亘理町逢隈高屋字高下106 代表 菊地　護

624 物品 32119 SSスチール開発（株） 町内 宮城県亘理郡亘理町字堀ノ内41 代表取締役 中里　浩晴

625 物品 32120 （株）加賀屋 町外 宮城県名取市植松4-9-14 代表取締役 垣内　創

626 物品 32121 （株）馬上かまぼこ店 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島62番地 代表取締役社長 馬上　昌和

627 物品 32122 宮城県漁業協同組合 仙南支所 町内 亘理町荒浜字築港通り6-22 支所長 佐伯　智宏

628 物品 32124 （有）わたり納豆 町内 亘理町長瀞字河原39-1 代表取締役 照井　正彦

629 物品 32126 （株）日本旅行東北 仙台支店 町外 仙台市青葉区中央4-7-22　北杜学園中央6号館5階 支店長 阿部　浩一
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630 物品 32128 医療法人　松涛会　南浜中央病院 町外 宮城県岩沼市寺島字北新田111番地 院長 高階　憲之

631 物品 32129 （株）エフエム仙台 町外 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 代表取締役社長 小田桐　和久

632 物品 32136 （株）フジマック 仙台営業部 町外 宮城県仙台市若林区萩町23-13 部長 佐々木　学

633 物品 32137 アイリスチトセ（株） 北日本営業本部 町外 宮城県仙台市青葉区北目町1-13　アイリス北目町ビル3階 本部長 柏　徹

634 物品 32138 （株）内田洋行 営業統括グループ 県外 東京都江東区東陽二丁目3番25号 取締役上席執行役員　営業統括グループ統括 小柳　諭司

635 物品 32145 （株）創宇舎 町外 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目５－２５ 代表取締役 古川　雅清

636 物品 32148 七十七リサーチ＆コンサルティング（株） 町外 宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号 代表取締役 髙橋　猛

637 物品 32149 エール（株） 県外 滋賀県大津市神領三丁目12番1号 代表取締役 居關　和江

638 物品 32150 （株）メフォス 県外 東京都港区赤坂2丁目23番1号 代表取締役 岡田　泰紀

639 物品 32152 （株）ジェイエスキューブ 営業本部 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番22号 本部長 遠藤　剛宣

640 物品 32153 シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 県外 東京都調布市調布ヶ丘3-6-3 代表取締役 関口　昌太朗

641 物品 32154 （株）アイアールエス 県外 東京都新宿区四谷三丁目１番３号 代表取締役 牧野　昭雄

642 物品 32155 社会福祉法人　日就会 特別養護老人ホーム第二日就苑 町内 亘理郡亘理町逢隈鹿島字北鹿島406-1 施設長 木村　伸裕

643 物品 32156 （株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 県外 東京都港区赤坂3-21-21　サンワット渡邊ビル6階 代表取締役 吉村　利一

644 物品 32157 ワールドウォーターバッグ（株） 県外 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23 代表取締役 中村　俊夫

645 物品 32158 マツダオートリース（株） 県外 広島県広島市中区基町11-10 代表取締役 長神　文憲

646 物品 32159 ナカバヤシ（株） 東京本社 県外 東京都板橋区東坂下二丁目5-1 本社長 淡路　克浩

647 物品 32160 ミツイワ（株） サービスエンジニアリング本部　東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-10 支店長 宮城　清

648 物品 32163 葉隠勇進（株） 東北支店 県外 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

649 物品 32164 SBSロジコム（株） 県外 東京都墨田区太平四丁目1番3号 代表取締役 鎌田　正彦

650 物品 32165 （株）日新技術コンサルタント 東北事務所 町外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目1番8号 所長 和田　浩揮

651 物品 32167 七十七リース（株） 町外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番1号 代表取締役 早坂　俊典

652 物品 32168 ＴＩＳ（株） 県外 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 代表取締役社長 桑野　徹

653 物品 32170 （株）テレモアドットコム 町外 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8番10号 代表取締役 遠藤　誠

654 物品 32171 （株）日本パトロール警備保障 町外 宮城県仙台市若林区新寺１丁目７番21号 代表取締役 後藤　公伸

655 物品 32173 （株）アスカ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ１９階 支店長 細堀　善行

656 物品 32175 水道機工（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目10番17号 支店長 細山　仁

657 物品 32176 税理士法人　あさひ会計 県外 山形県山形市東原町二丁目1番27号 代表社員 田牧　大祐

658 物品 32177 （株）日本テクノシステム 町外 宮城県仙台市泉区松陵三丁目37番地の3 代表取締役 木村　正明

659 物品 32178 （株）Ｔ．Ｄ．Ｃ 町外 名取市杜せきのした５丁目31-7 代表取締役 菅野　壮明

660 物品 32179 ダン（有） 町外 宮城県大崎市古川休塚字南田55番地1 代表取締役 男澤　博夫

661 物品 32182 トーヨーユニホーム（株） 町外 仙台市宮城野区宮千代３丁目２番地の１４ 代表取締役 佐野　昭弘

662 物品 32184 ALSOK宮城管財（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目８番２６号 代表取締役 川杉　謹也

663 物品 32186 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 代表取締役 西野　敏哉

664 物品 32187 大丸（株） 仙台オフィス 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1　斎喜センタービル4階 仙台オフィス長 小松　希明

665 物品 32188 （株）キャンサースキャン 県外 東京都品川区西五反田一丁目3番8号 代表取締役 福吉　潤

666 物品 32190 （株）ジェイ・エヌスポーツ 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目南町5-21 代表取締役 中村　誠
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667 物品 32191 ビーエッチ（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町二丁目11-9 代表取締役 髙橋　進伍

668 物品 32194 三井住友ファイナンス＆リース（株） 県外 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 代表取締役 橘　正喜

669 物品 32195 富士通コワーコ（株） 東北支店 町外 仙台市青葉区中央3-2-23 支店長 葛岡　祐樹

670 物品 32196 （株）創プロ 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-3 代表取締役 大川　愼一

671 物品 32197 （株）日展 東京支店 県外 東京都台東区東上野六丁目21番6号 支店長 福岡　功

672 物品 32198 （株）アーツ 町外 宮城県石巻市南中里3丁目12番9号 代表取締役 渡邊　良晃

673 物品 32199 日立建機日本（株） 仙南営業所 町外 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野２２－１ 営業所長 佐々木　猛

674 物品 32201 一般社団法人石巻ビル綜合管理 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37　TM仙台ビル4階 代表理事 渡邊　良晃

675 物品 32202 （株）ボーダーリンク 県外 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地1ACROSS8階 代表取締役 安井　康真

676 物品 32203 （株）ジーエスエフ 県外 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

677 物品 32204 （株）海族DMC 町内 宮城県亘理郡亘理町字東郷157-6 代表取締役 太見　洋介

678 物品 32205 （株）ＪＴＢ 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区大町1-4-1　明治安田生命仙台ビル４階 支店長 大久保　毅彦

679 物品 32206 （株）佐々啓 町外 宮城県仙台市青葉区宮町3-8-16 代表取締役 佐々木　啓一

680 物品 32208 （株）土木管理総合試験所 東北支店 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町一丁目6-16 支店長 澤田　大治

681 物品 32209 三和シヤッター工業（株） 東北事業部 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目1番45号 部長 新田　光春

682 物品 32210 シャープファイナンス（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町東三丁目1番27号 支店長 仲里　尚志

683 物品 32211 （株）日秀 町外 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4F 代表取締役 奥山　和茂

684 物品 32212 （株）建設技術研究所 東北支社 町外 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 常務執行役員支社長 前田　信幸

685 物品 32216 ＯＫＩクロステック（株） 東北支社別館 町外 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 部長 阿部　道徳

686 物品 32217 NECソリューションイノベータ（株） 営業統括本部 県外 東京都江東区新木場一丁目18番7号 営業統括本部長 神田　健治郎

687 物品 32219 特定非営利法人　亘理いちごっこ 町内 宮城県亘理郡亘理町字南町東10-1 理事 馬場　照子

688 物品 32220 日産プリンス宮城販売（株） 町外 仙台市宮城野区苦竹二丁目2-1 代表取締役 石原　一智

689 物品 32221 文化シヤッター（株） 仙台営業所 町外 宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-43 所長 工藤　淳

690 物品 32222 （株）サンケン・エンジニアリング 仙台営業所 町外 仙台市泉区八乙女四丁目9-13 所長 尾場　勝男

691 物品 32224 （株）宮城県教科書供給所 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目6-3 代表取締役 狩野　宏

692 物品 32226 関東文化財振興会（株） 県外 茨城県筑西市布川1012 代表取締役 宮田　和男

693 物品 32227 医療法人　仁泉会　 デイサービスセンターしんまち居宅介護支援事業所 町内 宮城県亘理郡亘理町字新町41-9 所長 山内　順子

694 物品 32228 （株）上の組 町外 宮城県岩沼市藤浪一丁目5番32号 代表取締役 上野　恭司

695 物品 32229 東條テレコム（株） 町外 宮城県仙台市若林区卸町東三丁目3-29 代表取締役 東條　英紀

696 物品 32230 （株）セキュリティソリューション 町外 宮城県名取市愛島台一丁目4番地4 代表取締役 結城　三智子

697 物品 32231 （株）八百孝食料品店 町内 宮城県亘理郡亘理町字新井町1番地 代表取締役 佐々木　孝志

698 物品 32232 （株）コジマ コジマ×ビックカメラ　イオンモール名取店 町外 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 店長 江﨑　弘康

699 物品 32233 宮城ホンダ販売（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4-46 代表取締役 石山　稔

700 物品 32234 空調技工（株） 町外 宮城県仙台市太白区荻ヶ丘21-15 代表取締役 佐藤　裕治

701 物品 32236 （株）星医療酸器 東北事業所 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-2-24 所長 小早川　博

702 物品 32239 仙台ヤマトハカリ（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-4-12 代表取締役 加藤　尚佐

703 物品 32240 日本会計コンサルティング（株） 県外 東京都港区東新橋一丁目5-2 代表取締役 吉岡　和守
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704 物品 32243 亘理山元商工会 町内 宮城県亘理郡亘理町字西郷140 会長 門澤　俊夫

705 物品 32244 東亜リース（株） 仙台空港支店 町外 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼１番１ 支店長 松田　明憲

706 物品 32249 大友医院ヒロミ小児科 町内 宮城県亘理郡亘理町字下小路18-1 院長 大友　弘美

707 物品 32250 太平洋セメント（株） 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 執行役員東北支店長 松原　浩明

708 物品 32251 （株）トラストバンク 県外 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号　住友不動産青葉台タワー14階 代表取締役 川村　憲一

709 物品 32252 楽天（株） 県外 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天グリムゾンハウス 代表取締役会長兼社長 三木谷  浩史

710 物品 32253 （株）アイモバイル 県外 東京都渋谷区桜丘町22-14 N．E．Sビル N棟2F 代表取締役 野口  哲也

711 物品 32256 みやぎ生活協同組合 みやぎ生活協同組合 町外 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目2-2 代表理事 大越　健治

712 物品 32257 （株）ワンテーブル 町外 宮城県多賀城市八幡字一本柳117-8 代表取締役 島田　昌幸

713 物品 32258 アイリスオーヤマ（株） 町外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号 代表取締役 大山　晃弘

714 物品 32259 （株）フシミ 県外 静岡県静岡市清水区八木間町782 代表取締役 伏見　充史

715 物品 32260 ㈱早坂サイクル商会 町外 宮城県仙台市青葉区上杉四丁目4番1号 代表取締役 早坂　武

716 物品 32261 日本フィールドシステム（株） 東北支店 県外 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 支店長 菊池　敦弘

717 物品 32262 (株)丹野 県外 山形県山形市松見町１２番３号 代表取締役 丹野　一史

718 物品 32263 冨士機材(株) 東北支店 町外 宮城県仙台市若林区卸町東３－２－１７ 支店長 秋田　英寿

719 物品 32264 パナソニック産機シズテムズ(株) 東北支店 町外 宮城県仙台市泉区泉中央３－８－３ 支店長 細田　正

720 物品 32265 (株)マナライブ 町外 宮城県富谷市東向陽台２－２１－１２ 代表取締役 木村　一也

721 物品 32266 (有)新成田総合社 県外 千葉県成田市御所の内１８番地４ 代表取締役 平岡　重昭

722 物品 32267 神田通信機(株) 仙台支店 町外 宮城県仙台市青葉区一番町１－４－１仙台ワールドビル４Ｆ 支店長 青木　洋平

723 物品 32268 三菱ふそうトラック・バス(株) 仙南支店 町外 宮城県岩沼市空港南４丁目１－４ 支店長 東條　元治

724 物品 32269 (株)ＯＲＡＮＧＥ　ＣＵＢＥ 町外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目６番６号 代表取締役 杉澤　進一路

725 物品 32270 中里建設(株) 県外 栃木県佐野市栃本町１０５１番地 代表取締役 中里　聡

726 物品 32271 (株)さとふる 県外 東京都中央区京橋２－２－１京橋エドグラン１３階 代表取締役社長 藤井　宏明

727 物品 32272 大新東(株) 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目１４番２３号 所長 岩谷　幸双

728 物品 32273 東北シート工業(株) 県外 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番９号 代表取締役 細野　裕之

729 物品 32274 (株)農協観光 宮城支店 町外 宮城県仙台市青葉区本町２－１８－２１鹿島定禅寺ビル４階 支店長 八甫谷　孝志

730 物品 32275 （社）広報島 町外 宮城県仙台市青葉区北根一丁目１３番１－１６０９号 代表理事 三坂　和隆

731 物品 32276 (株)千葉園芸 町外 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東四丁目７番７号 代表取締役 千葉　昌彦

732 物品 32277 (株)八木工務店 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字御狩屋１５９－５２ 代表取締役 八木　智紀

733 物品 32278 山形パナソニック(株) 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 代表取締役 清野　寿啓

734 物品 32279 ハガクレフード(株) 東北支店 県外 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

735 物品 32280 ジャパンエレベーターサービス城西(株) 県外 東京都新宿区新宿六丁目２９番８号 代表取締役 佐藤　明

736 物品 32281 (株)ジー・アイ・ピー 町外 宮城県仙台市青葉区春日町６番１５号 代表取締役 佐藤　寿彦

737 物品 32282 （有責）トーマツ 県外 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号丸の内二重橋ビルディング 包括代表 國井　泰成

738 物品 32283 (有)村上写真館 町内 宮城県亘理郡亘理町字五日町１８番地 代表取締役 村上　正幸

739 物品 32284 (株)センテック 町外 宮城県仙台市太白区西中田五丁目２１番地５号 代表取締役 佐々木　喜久男

740 物品 32285 宮城十條林産(株) 町外 宮城県仙台市青葉区八幡３丁目２－７ 代表取締役 亀山　武弘
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741 物品 32286 （ＮＰＯ）海族ＤＭＣ 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海７－６ 理事長 太見　洋介

742 物品 32287 (株)アシスト 町外 宮城県富谷市上桜木１丁目１５番地１ 代表取締役 齋藤　元章

743 物品 32288 Ｈ．Ｐ．Ａ(株) 町外 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町１７３番地の８ 代表取締役 山内　伸一

744 物品 32289 (株)カナモト 仙台南営業所 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉一里原１６２－１ 所長 高島　一也

745 物品 32290 (株)ぬまた福祉総合研究所 町内 宮城県亘理郡亘理町吉田字境１－２ 代表取締役 沼田　みさ子

746 物品 32291 (株)エフエムわたり ＦＭあおぞら（亘理町コミュニティ放送局） 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００（みやぎ生協亘理店内） 局長 西垣　裕子

747 物品 32292 （NPO）幸創 町外 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目１番１０号 理事長 佐藤　勝俊

748 物品 32293 (株)ファインシステム 県外 兵庫県加古川市加古川町平野１８５－１ 代表取締役 塩原　正也

749 物品 32294 (株)コスモ測量設計 町外 宮城県柴田郡大河原町字新南６１番地１３ 代表取締役 亀岡　保

750 物品 32295 (株)ハートコーポレイション 県外 茨城県水戸市中央２－６－１０ 代表取締役 若林　立美

751 物品 32296 (株)ツアー・ウェーブ 町外 宮城県仙台市青葉区本町２－５－１オーク仙台ビルディング２階 代表取締役 江口　篤

752 物品 32297 ALSOKあんしんケアサポート(株) 県外 東京都大田区山王一丁目３番５号 代表取締役 尻無濱　秀治

753 物品 32298 福泉(株) 県外 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 代表取締役 福泉　秀人

754 物品 32299 (株)宣通 県外 愛知県名古屋市東区桜二丁目１６番２７号 代表取締役 津田　郁夫

755 物品 32300 (株)コム 県外 山梨県富士吉田市中曽根四丁目６番２２号 代表取締役 高山　和弘

756 物品 32301 コスモ警備(株) 仙南営業所 町外 宮城県岩沼市館下１－５－２６ 所長 澤田　大介

757 物品 32302 (株)セント 町外 宮城県仙台市青葉区北根４丁目２－２０ 代表取締役 木須　圭一

758 物品 32303 (株)ウィルドリブン 県外 秋田県北秋田市小又字下川原１１０番地 代表取締役 髙田　要一郎

759 物品 32304 オルガノプラントサービス(株) 東北事業所 町外 宮城県仙台市青葉区本町１－１１－１ 東北事業所長 海沼　一広

760 物品 32305 日本環境科学(株) 仙台営業所 町外 宮城県仙台市青葉区大町２丁目６－２５－６０１ 所長 笹川　光輝

761 物品 32306 ＡＳＡＨＩ　Ａccounting　Robot　研究所 県外 山形県山形市東原町二丁目１番２７号 代表取締役 田牧　大祐

762 物品 32307 (有)東北防災センター 町外 宮城県名取市植松４－３－３ 取締役 工藤　鉄也

763 物品 32308 さくら観光(株) 町外 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目２－１５ 代表取締役 佐藤　とき子

764 物品 32309 (株)サトーサービス 町外 宮城県仙台市若林区卸町一丁目４番２号 所長 石井　知行

765 物品 32310 全日空商事（株） ＥＣビジネス事業部　デジタルマーケティンググループ 県外 東京都港区東新橋１－５－２　汐留シティセンター 部長 篠田　佳克

766 物品 32311 宮城防災設備（株） 町外 宮城県仙台市宮城野区萩野町四丁目４番７号 代表取締役 高橋　乃靖

767 物品 32312 （組）労協センター事業団 南東北事業本部 町外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目７－１７SS.仙台ビル６０８号室 本部長 佐々木　洋志

768 物品 32313 鳥の海ふれあい市場協同組合 町内 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り６番２２ 代表理事　理事長 中嶋　一昭

769 物品 32314 （株）名豊 県外 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

770 物品 32315 （株）アイエスエイ 仙台支店 町外 仙台市青葉区二日町１３－１８ステーションプラザビル７０１ 支店長 遠井　勤

771 物品 32316 ＮＴＴタウンページ（株） ソリューション営業部 県外 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

772 物品 32317 ＫＤＤＩ（株） 県外 東京都新宿区西新宿２丁目３－２ＫＤＤＩビル 代表取締役社長 髙橋　誠

773 物品 32318 富士ゼロックス東京（株） 県外 東京都江東区豊洲２丁目２番１号 第二営業本部長 中尾　剛之

774 物品 32319 三菱ＵＦＪリース（株） 県外 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 代表取締役 柳井　隆博

775 物品 32320 日本キャタピラー（合） 仙南営業所 町外 宮城県岩沼市下野郷字西原１０３ 所長 大友　雅彦

776 物品 32321 （ＮＰＯ）ひよこ会 町外 宮城県岩沼市中央三丁目２番３号 理事長 青野　里美

777 物品 32322 仙周工業（株） 町外 宮城県白石市字白石沖９－１ 代表取締役 佐藤　周司
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778 物品 32323 明治コンサルタント（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目１４番地の１ 支店長 米川　康

779 物品 32324 （有）東北エヌテイエス 県外 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

780 物品 32325 学校法人　栴檀学園 町外 宮城県仙台市青葉区国見１－８－１ 理事長 髙橋　英寛

781 物品 32326 （株）東北ダイケン 町外 宮城県仙台市青葉区一番町３－６－１ 代表取締役 大宮　秀基

782 物品 32327 （株）東洋アクアテック 県外 神奈川県相模原市中央区清新８丁目９番地１７号 代表取締役 緒方　哲也

783 物品 32328 （株）きんでん 東北支社 町外 宮城県仙台市一番町１丁目９番１号仙台トラストタワー６階 執行役員支社長 及川　正記

784 物品 32329 シャープマーケティングジャパン（株） ビジネスソリューション担当 県外 東京都港区芝浦一丁目２番３号 常務取締役 山﨑　公人

785 物品 32330 ジャパンビルシステム（株） 仙台支店 町外 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目４－３ 支店長 三浦　大輔

786 物品 32331 （株）ジョブ・ステーション 町外 宮城県仙台市青葉区二日町２番１号 代表取締役 藤田　政則

787 物品 32332 バイザー(株) 県外 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 井上　正巳

788 物品 32333 ソレキア(株) 東北支店 町外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目２番１青葉通りプラザ１１F 支店長 佐藤　芳郎

789 物品 32334 (株)　ｉｐｎｅｔ 県外 北海道札幌市豊平区平岸一条１３丁目４番１号２Ｆ 代表取締役 佐藤　史

790 物品 32335 （株）きくち建築工房 町内 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字早川６８ 代表取締役 菊地　英雄

791 物品 32336 有限会社　竹駒商事 町外 宮城県岩沼市竹の里2丁目4-3 代表取締役 横山　浩治

792 物品 32337 関東運輸（株） 県外 群馬県前橋市下佐鳥町４６８－１ 代表取締役 髙瀬　雅企

793 物品 32338 （株）スズケン 仙台支店 町外 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西７６番地 支店長 小澤　聡
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