
【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301471-1 989-6223 0229-22-2389 10,000
0229-91-0339

301141-1 980-0021 022-292-3671 40,000
022-792-5371

989-6175 0229-23-0811
0229-23-8471

300523-1 984-0003 022-287-3535 30,000
022-287-3737

989-4103 0229-56-6211
0229-56-6411

302161-1 989-6152 0229-22-0795 3,000
0229-22-0796

300405-1 989-6233 0229-28-3734 20,000
0229-28-3739

301353-1 989-4104 0229-56-6610 3,000
0229-56-6610

301826-1 980-0011 022-262-4511 45,000
022-261-8279

989-6254 0229-28-3871
0229-28-1976

301954-1 987-0002 0229-33-3344 20,000
0229-33-3346

989-6145 0229-22-2233
0229-25-5830

300042-1 989-6175 0229-22-0884 4,630
0229-22-0306

302053-1 989-6415 0229-72-0363 8,000
0229-72-0369

300501-1 989-6252 0229-28-2632 20,000
0229-28-2039

301846-1 145-0067 03-5499-8181 200,500
03-3726-7050

989-6143 0229-23-7734
0229-23-7740

ｱｰﾄ

  

看板・標識

宮城県大崎市古川字本鹿島２５６番地の１

希　望　部  門

代表取締役  三浦　義弘

（株）アート　

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先
業者
番号

宮城県仙台市青葉区中央２丁目１番７号 衣料品・寝具

代表取締役  大山　健太郎 日用品

ｱｲﾘｽﾌﾟﾗｻﾞ 文具・事務機器

（株）アイリスプラザ　ダイシン古川店 電気製品

消防等機器・用品

店長  阿部　貴裕 産業機器

建設資材

宮城県大崎市古川諏訪2丁目8-23

（株）アオキ　大崎営業所 衣料品・寝具

宮城県仙台市若林区六丁の目北町１６番１５号 自動車

ｱｵｷ 看板・標識

宮城県大崎市鹿島台平渡字長根１９番地４ 消防等機器・用品

産業機器

代表取締役  玉川　康介 日用品

所長  金田　宏樹
文具・事務機器

（有）青葉書房　 教材・書籍

運動具・遊具

ｱｵﾊﾞｼｮﾎﾞｳ

宮城県大崎市古川二ノ構７番６１号
日用品

  

代表取締役  高橋　充

電気製品

（業）アクアネット　 産業機器

理化学機器

ｱｸｱﾈｯﾄ

宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地５２６番地
薬品

建設資材

  上水道機器

代表理事  佐藤　政志

下水道機器

ｱﾄﾗｽ 建設資材

（有）アトラス　
宮城県大崎市鹿島台広長字尻掛杉ケ崎３０番地の６

代表取締役  佐々木 美代子

  
ｱﾍﾞｷ 燃料

(株)アベキ　仙北営業所
宮城県仙台市青葉区上杉1丁目6番6号
代表取締役  阿部　雅浩
宮城県大崎市古川狐塚字西田71番地
所長  阿部　充

ｱﾒﾘｶﾔ 文具・事務機器

（株）アメリカヤ　古川事業所 電算・通信機器

宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎町１５番地 電気製品

代表取締役  髙橋　洋一郎 精密機械

宮城県大崎市古川北稲葉二丁目7－41 その他

代表取締役  髙橋　洋一郎
ｱﾗｵｼﾞｬﾘﾃﾝ 建設資材

（有）荒雄砂利店　
宮城県大崎市古川諏訪三丁目７番１８号
代表取締役  佐々木　静

  
ｱﾗﾔｼｮｳｶｲ 自動車

（有）荒谷商会　 燃料

宮城県大崎市岩出山字東川原９１番地の４
代表取締役  荒谷 久之

  
ｱﾗﾔﾄﾞｹﾝ リース

（株）荒谷土建　
宮城県大崎市古川荒谷字本町東２２番地の３
代表取締役  渡邊　昭弘

  

所長  遠藤　康生

ｱﾙﾌﾟｽｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 電算・通信機器

アルプスシステムインテグレーション（株）　古川営業所 リース

東京都大田区雪谷大塚町１－７

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

代表取締役社長  永倉　仁哉
宮城県大崎市古川中里６－３－３６
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301556-1 145-0067 03-3726-6711 9,000
03-5499-8168

989-6117 0229-23-7811
0229-23-7812

302212-1 984-8525 022-236-2525 50,000
022-235-3381

989-6255 0229-28-3761
0229-28-1625

301842-1 989-6405 0229-78-2321 10,000
0229-78-2323

301647-1 989-6265 0229-28-3777 1,000
0229-65-5488

301780-1 983-0013 022-786-6311 100,000
022-388-7670

989-6252 0229-28-2111
0229-28-3299

400040-1 984-0032 022-287-7061 150,000
022-287-7064

989-6252 0229-27-1671
0229-27-1673

300910-1 989-6441 0229-72-4030 10,000
0229-72-4030

300019-1 989-6811 0229-83-3672 1,000
0229-83-3091

301439-1 989-6412 0229-25-6166 16,000
0229-72-1993

301267-1 989-6102 0229-23-8222 20,000
0229-22-3773

301462-1 989-6135 0229-23-5411 10,000
0229-23-5514

301522-1 989-6161 0229-22-6800 35,000
0229-22-6850

家具・室内装飾品

  消防等機器・用品

（株）エコサーブ　 運動具・遊具

宮城県大崎市古川駅南三丁目１７番地２ 自動車

代表取締役  齋藤　信 日用品

リース

ｴｺｻｰﾌﾞ 電気製品

理化学機器

精密機械

医療

福祉機器・用品

消防等機器・用品

産業機器

自動車

日用品

家具・室内装飾品

看板・標識

  運動具・遊具

衣料品・寝具

エースシステム（株）　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川稲葉３丁目８番２４号 電気製品

代表取締役  佐藤　信吉 教材・書籍

  
ｴｰｽｼｽﾃﾑ 文具・事務機器

（株）江合　
宮城県大崎市古川江合本町三丁目１番１号
代表取締役  石ヶ森　信幸

  
ｴｱｲ 建設資材

（有）宇髙興業　 下水道機器

宮城県大崎市岩出山下野目字座散乱木２１４番２
代表取締役  髙橋　光徳

  
ｳﾀｶｺｳｷﾞｮｳ 薬品

インテリアオガタ　
宮城県大崎市鳴子温泉字赤湯１２の１６
代表  尾形　光泰

  
ｲﾝﾃﾘｱｵｶﾞﾀ 家具・室内装飾品

岩出山ガス（株）　 燃料

宮城県大崎市岩出山字通丁１６７番地
代表取締役  小埜寺　宏

宮城県大崎市古川荒谷字新芋川９４番地の３ 建設資材

所長  岡部 仁
ｲﾜﾃﾞﾔﾏｶﾞｽ 産業機器

イワタニセントラル東北（株）　古川営業所 消防等機器・用品

宮城県仙台市若林区荒井七丁目４０番地の１ 産業機器

代表取締役  安田 克則 燃料

宮城県大崎市古川荒谷字新芋川８２番地
支店長  石川　康一

ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙﾄｳﾎｸ 電気製品

いすゞ自動車東北（株）　宮城支社　大崎支店 燃料

宮城県仙台市宮城野区中野四丁目１０番地の１４ その他

代表取締役  川浪　正人

リース

  
ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ 自動車

（株）イシカワ　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川渕尻字宮田25番地8 教材・書籍

代表取締役  石川　義晴 日用品

  
ｲｼｶﾜ 文具・事務機器

（株）池月自動車商会　 リース

宮城県大崎市岩出山池月字下宮道合４番地１
代表取締役  小野松　栄

宮城県大崎市古川休塚字新西田24
所長  髙橋　昭彦

ｲｹﾂｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 自動車

（株）五十嵐商会　古川営業所 薬品

宮城県仙台市若林区卸町五丁目１-４ 建設資材

代表取締役  五十嵐　善正

宮城県大崎市古川旭３丁目８－１２
支店長  笠原　聡

ｲｶﾞﾗｼｼｮｳｶｲ 産業機器

（株）アルプスビジネスクリエーション　東北支店 日用品

東京都大田区雪谷大塚町１－７ 福祉機器・用品

代表取締役社長  入野　和之

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ 電気製品

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301676-1 983-0035 022-232-2131 30,000
022-232-0909

989-6252 0229-28-2034
0229-28-1922

301748-1 989-6162 0229-22-4505 10,000
0229-24-4688

300938-1 331-0804 048-651-0556 50,000
048-652-9508

989-6471 0229-87-5633
0229-87-4288

301628-1 989-6711 0229-82-2230 30,000
0229-83-2230

302165-1 987-1304 0229-55-2250 0
0229-55-2612

300514-1 989-6145 0229-23-0376 42,000
0229-23-0342

301372-1 989-6321 0229-52-6232 15,000
0229-52-5085

302109-1 989-6233 0229-28-2070 0
0229-28-1060

302343-1 989-6412 0229-72-1412 167,172
0229-72-3412

301661-1 989-6134 0229-25-9956 0
0229-25-9958

301349-1 981-3352 022-346-0488 10,000
022-346-0487

989-6445 0229-72-2828
0229-72-2318

代表取締役  千葉　雅之
宮城県大崎市岩出山南沢字二ツ檀１２番地１
所長  熊谷　浩一

ｵｵｻｷﾎﾞｳｻｲ 自動車

（株）大崎防災　大崎事業所 消防等機器・用品

宮城県富谷市富ケ丘二丁目２２番８号 産業機器

代表  大和　弘

  

ｵｵｻｷﾁｲｷｿｳｿﾞｳｹﾝｷｭｳｶｲ 電算・通信機器

（特非）おおさき地域創造研究会　
宮城県大崎市古川米倉字屋敷４２番地１

代表理事組合長  古内　公雄

  

ｵｵｻｷｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 薬品

大崎森林組合　 建設資材

宮城県大崎市岩出山下野目字長田１２９番地の１ その他

  佐々木　叔雄

  

ｵｵｻｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 自動車

大崎自動車整備工場　
宮城県大崎市古川桜ノ目字新飯塚１２２

代表取締役  工藤　光男

  

ｵｵｻｷｼｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｼﾝｺｳｺｳｼｬ 日用品

（株）大崎市三本木振興公社　
宮城県大崎市三本木字大豆坂63番地13

理事長  佐藤　政志

  

ｵｵｻｷｼｶﾝｺｳｼﾞｷﾞｮｳ 建設資材

大崎市管工事業（同）　 上水道機器

宮城県大崎市古川北稲葉一丁目２番７８号 下水道機器

代表  遠藤 清一郎

  

ｴﾝﾄﾞｰｺｳｹﾞｲ 看板・標識

エンドー工芸　
宮城県大崎市松山千石字松山８１番地

代表取締役  三浦　勝巳 薬品

その他

  上水道機器

ｴﾝﾄﾞｳﾃﾝ 日用品

（株）遠藤店　 産業機器

宮城県大崎市鳴子温泉字中野１８番地の２ 理化学機器

代表取締役社長  吉田　友久
宮城県大崎市岩出山東御名掛１０１－１
工場長  吉田　友久

ｴﾝﾃﾂｶｺｳ 薬品

エンテツ化工（株）　東北工場
埼玉県さいたま市北区土呂町１丁目４６番地２

代表取締役  岩井　新陽

  

ｴﾑｼﾞｪｲ 電気製品

（株）エムジェイ　 リース

宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号 その他

建設資材

代表取締役  日下　俊之 燃料

宮城県大崎市古川荒谷字本町東１５０ー１ 医療

営業所長  佐々木　啓典 薬品

ｴﾈｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 日用品

エネックスジャパン（株）　古川営業所 消防等機器・用品

宮城県仙台市宮城野区日の出町１丁目１番３０号 産業機器

下水道機器

建設資材

その他

上水道機器

産業機器

燃料

薬品

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301693-1 025-0088 0198-21-1036 30,000
0198-23-7988

989-6101 0229-21-2227
0229-24-4004

300804-1 989-6255 0229-27-1070 50,000
0229-27-1090

301336-1 989-6941 0229-86-2321 15,000
0229-86-2322

300917-1 989-6441 0229-72-1334 10,000
0229-72-4030

300707-1 060-0041 011-209-1630 17,829,868
011-219-1630

989-6316 0229-52-5000
0229-52-5001

301379-1 989-4104 0229-56-4512 40,000
0229-56-5802

301639-1 980-8583 022-264-6111 8,132,000
022-264-6020

989-6225 0229-22-2250
0229-23-8937

301012-1 989-6242 0229-29-2228 30,000
0229-29-2225

300029-1 989-6322 0229-52-3788 0
0229-52-3788

302363-1 989-6154 0229-22-0161 10,000
0229-22-6492

301207-1 989-6214 0229-26-2075 3,000
0229-26-4537

302164-1 989-6143 0229-23-1001 0
0229-23-1467

リース

消防等機器・用品

産業機器

精密機械

日用品

家具・室内装飾品

福祉機器・用品

看板・標識

  運動具・遊具

衣料品・寝具

ギフトのあさの　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川中里四丁目３－１２ 電気製品

代表  奥山 浩二 教材・書籍

  
ｷﾞﾌﾄﾉｱｻﾉ 文具・事務機器

（有）キザワ　 燃料

宮城県大崎市古川新堀字東田１１０
代表取締役  鬼沢　亮

  
ｷｻﾞﾜ 自動車

（株）菊才商店　 産業機器

宮城県大崎市古川三日町一丁目６番５号 燃料

代表取締役  菊地　敏之

  
ｷｸｻｲｼｮｳﾃﾝ 電気製品

看板ＹＮ工芸　
宮城県大崎市三本木南谷地字西浦２３－７
代表  中舘　雅史

  
ｶﾝﾊﾞﾝﾜｲｴﾇｺｳｹﾞｲ 看板・標識

（株）環境開発公社エムシーエム　 その他

宮城県大崎市古川北宮沢字朴木欠丙６番地１
代表取締役  本郷　雅昭

宮城県大崎市古川塚目字金皿２４１
所長  佐藤　勝彦

ｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂｺｳｼｬｴﾑｼｰｴﾑ 薬品

カメイ（株）　古川営業所 燃料

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１番１８号 薬品

代表取締役社長  亀井　文行 建設資材

  
ｶﾒｲ 消防等機器・用品

鹿野自動車販売（株）　
宮城県大崎市鹿島台広長字内ノ浦85-5
代表取締役  鹿野　利徳

宮城県大崎市三本木高柳字腕挽１１１－１ リース

所長  三浦　正彦
ｶﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 自動車

（株）カナモト　古川営業所 自動車

北海道札幌市中央区大通東３丁目１番地１９ 産業機器

代表取締役  金本　哲男 建設資材

  
ｶﾅﾓﾄ 電算・通信機器

（株）小野寺商店　 燃料

宮城県大崎市岩出山字通丁１６７番地
代表取締役  小埜寺　宏

  
ｵﾉﾃﾞﾗｼｮｳﾃﾝ 産業機器

鬼首振興（株）　
宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字原３５
代表取締役  高橋　峻

薬品

  建設資材

ｵﾆｺｳﾍﾞｼﾝｺｳ 建設資材

（株）おてんとさん　 日用品

宮城県大崎市古川休塚字南田９番地 産業機器

代表取締役  髙橋　榮吾 燃料

宮城県大崎市古川福浦字道ノ上１０３－１ 薬品

所長  羽田　孝久
ｵﾃﾝﾄｻﾝ 衣料品・寝具

（株）小田島アクティ　介護用品部古川営業所 福祉機器・用品

岩手県花巻市東町１番５号 消防等機器・用品

代表取締役  小田島　修司 医療

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｵﾀﾞｼﾏｱｸﾃｨ 日用品

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300634-1 989-6155 0229-22-1407 13,500
0229-22-1449

300868-1 989-6174 0229-22-1967 30,000
0229-23-8968

301450-1 989-6154 0229-23-9111 10,000
0229-23-9112

301440-1 989-6252 0229-28-2031 48,000
0229-28-2388

301381-1 989-6436 0229-72-0216 5,000
0229-72-0242

301380-1 989-6125 0229-25-6221 6,000
0229-25-6231

300178-1 989-6203 0229-26-2838 80,000
0229-26-2839

300771-1 020-0842 019-639-0876 10,000
019-639-0876

989-6102 0229-24-3247
0229-24-3303

300022-1 989-6142 0229-23-1717 10,000
0229-24-3329

301707-1 989-6162 0229-22-3040 10,000
0229-22-1113

301443-1 987-1304 0229-55-2522 3,000
0229-55-3838

301371-1 987-1304 0229-55-2053 0
0229-55-2053

301578-1 989-4415 0229-39-0270 5,000
0229-39-0269代表取締役  佐々木　伸太郎 教材・書籍

看板・標識

  運動具・遊具

ｻｻｷｼｮﾃﾝ 文具・事務機器

（有）佐々木書店　 電算・通信機器

宮城県大崎市田尻字町１９２番地 電気製品

建設資材

リース

  佐々木　晄男 日用品

消防等機器・用品

  産業機器

ｻｻｷｼﾞﾃﾝｼｬﾃﾝ 電算・通信機器

佐々木自転車店　 電気製品

宮城県大崎市松山千石字亀田４２５ 自動車

代表取締役  佐々木　晃

  

ｻｻｷ 燃料

（有）ササキ　
宮城県大崎市松山千石字南亀田３４

代表取締役社長  佐々木　栄之

  

ｻｻｴﾌﾞﾝｾｲﾄﾞｳ 教材・書籍

（株）佐々栄文盛堂　
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目３番３７号

代表取締役  齋藤　陽一 理化学機器

  

ｻｲﾄｳｼｮｳｶｲ 自動車

（株）斎藤商会　 消防等機器・用品

宮城県大崎市古川中島町８番３３号 産業機器

代表取締役  尾久　昭一
宮城県大崎市古川江合本町１丁目２番３０号
営業所長  残間　加奈子

ｺｽｷﾞﾓﾘｵｶ 看板・標識

（株）コスギ盛岡　大崎営業所 衣料品・寝具

岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地２９

代表取締役  菊地　正浩 建設資材

その他

  

ｹｰｴｽ 日用品

（株）ケーエス　 産業機器

宮城県大崎市古川飯川字十文字３３番地 薬品

代表取締役  早坂　明男

  

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑ 薬品

（株）グローバル環境システム　
宮城県大崎市古川師山字薬師16番地

  栗生　節夫

  

ｸﾘｳｼｮｳﾃﾝ 燃料

栗生商店　
宮城県大崎市岩出山二ノ構17-1

代表取締役  江種　雅彦 家具・室内装飾品

リース

  

ｸﾞﾗﾝﾂ 文具・事務機器

（株）グランツ　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川荒谷字新小道４２番地１ 電気製品

代表取締役  倉島　義彦

  

ｸﾗｼﾏﾎﾝﾃﾝ その他

（株）倉島本店　
宮城県大崎市古川三日町一丁目4番10号

代表取締役  菅野　道明

  

ｷｮｳｼﾝ 電気製品

（株）共振　 リース

宮城県大崎市古川千手寺町１丁目５番３３号

代表取締役  後上　秋治 上水道機器

下水道機器

  

ｷｮｳｴｲｺｳﾑﾃﾝ 福祉機器・用品

（株）協栄工務店　 産業機器

宮城県大崎市古川南町３－４－３９ 建設資材

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301622-1 989-4415 0229-39-0148 0
0229-39-0148

302349-1 989-6321 0229-52-2008 10,000
0229-52-6519

300005-1 989-4308 0229-39-0255 0
0229-39-0255

301720-1 989-6116 0229-24-0011 10,000
0229-24-2484

301350-1 989-6162 0229-23-3628 10,000
0229-23-3629

300318-1 989-6154 0229-22-0587 0
0229-22-3851

300758-1 989-4302 0229-39-0520 3,000
0229-39-0524

302338-1 989-6322 0229-52-2006 3,000
0229-52-2960

302119-1 020-0878 019-653-8133 10,000
019-653-8155

989-6115 0229-87-5415
0229-87-5416

301032-1 980-0811 022-227-6541 40,000
022-227-6567

989-6163 0229-22-4024
0229-22-4009

宮城県大崎市古川台町９番２０号リオーネふるかわ内Ｃ１－２

店長  佐藤　千里

（株）三立　古川店 教材・書籍

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目12番23号
代表取締役社長  松浦　正敏

宮城県大崎市古川駅東２丁目８－３ 家具・室内装飾品

所長補佐  松田　茂実 福祉機器・用品

ｻﾝﾘﾂ 電気製品

（株）サンメディカル　宮城古川店 運動具・遊具

岩手県盛岡市肴町２番３１号 衣料品・寝具

代表取締役  大村　千亜紀 日用品

  
ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 電算・通信機器

（有）三本木工務店　
宮城県大崎市三本木南谷地字要害３５９番地の２
代表取締役  髙橋　文雄

  
ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｺｳﾑﾃﾝ 建設資材

（有）澤口自動車整備工場　
宮城県大崎市田尻大貫字上長根２番地２０
代表取締役  澤口　克之

  
ｻﾜｸﾞﾁｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 自動車

佐茂利商店　
宮城県大崎市古川三日町一丁目４－２１
店主  佐藤　京子

  
ｻﾓﾘｼｮｳﾃﾝ 文具・事務機器

（有）サトー楽器　
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目４－２６
取締役  佐藤　勉

薬品

建設資材

ｻﾄｰｶﾞｯｷ 教材・書籍

理化学機器

精密機械

医療

日用品

  消防等機器・用品

産業機器

（株）佐藤酸素　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川李埣一丁目１３番５７号 電気製品

代表取締役  佐藤　俊明 看板・標識

ｻﾄｳｻﾝｿ 文具・事務機器

燃料

建設資材

消防等機器・用品

  産業機器

理化学機器

佐藤金物店　 電気製品

宮城県大崎市田尻沼部字塩加良６０番地 衣料品・寝具

  佐藤　俊郎 日用品

  
ｻﾄｳｶﾅﾓﾉﾃﾝ 電算・通信機器

（有）佐々広商店　 産業機器

宮城県大崎市三本木字北町７１番地 燃料

代表取締役  佐藤　俊一 その他

  
ｻｻﾋﾛｼｮｳﾃﾝ 日用品

佐々木モーター商会　 その他

宮城県大崎市田尻字太子堂９８番地
代表  佐々木　德男

ｻｻｷﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 自動車

リース

産業機器

理化学機器

精密機械

家具・室内装飾品

福祉機器・用品

消防等機器・用品

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

日用品

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301025-1 984-0831 022-286-0558 10,000
022-286-0364

989-6255 0229-28-1252
0229-28-3854

301145-1 989-6136 0229-25-5805 50
0225-25-5801

301298-1 987-0005 0229-34-2242 20,000
0229-34-1461

989-6105 0229-23-8335
0229-23-8375

300499-1 989-4308 0229-39-0843 0
0229-39-1048

302074-1 503-0652 0584-53-0339 22,000
0584-53-1953

989-6106 0229-24-4787
0229-24-4791

300448-1 989-6171 0229-22-1559 10,000
0229-24-3911

302178-1 989-4102 0229-56-2347 10,000
0229-56-5055

302123-1 461-8701 052-961-2331 13,546,533
052-971-5837

989-6223 0229-22-1912
0229-22-5472

300837-1 989-6223 0229-24-8445 3,000
0229-24-8195

302373-1 989-4103 0229-56-2328 1,000,000
0229-56-2321

301902-1 989-4302 0229-39-2308 5,000
0229-39-2343

  

宮城県大崎市田尻大貫字北長根４２番地
代表取締役  佐藤　誠幸

  
ｾｲｺｳｴﾝ 日用品

（有）誠香園　

宮城県大崎市鹿島台平渡字佐野前１３－２ 看板・標識

代表取締役  佐々木　道宏 運動具・遊具

リース

ｾｲｹﾝﾄﾞｳ 文具・事務機器

（株）清健堂　 電算・通信機器

消防等機器・用品

精密機械

医療

  運動具・遊具

日用品

家具・室内装飾品

宮城県大崎市古川字青塚１５９番１号 電気製品

代表取締役  鹿野　謙一 教材・書籍

看板・標識

支店長  農頭　哲明 リース

ｽﾍﾟｰｽﾄﾗｲ 文具・事務機器

（有）スペーストライ　 電算・通信機器

愛知県名古屋市東区東片端町８番地 精密機械

代表取締役社長  浅野　茂 医療

宮城県大崎市古川字上古川１４７番地 薬品

  
ｽｽﾞｹﾝ 衣料品・寝具

（株）スズケン　古川支店 福祉機器・用品

宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地２３９番の１ リース

代表取締役  尾口　博己

  
ｽｽﾞｶｹｾｷﾕ 自動車

（株）鈴掛石油　 燃料

宮城県大崎市古川北町三丁目４番２１号
代表取締役  菅原　一徳

支店長  髙橋　秀人
ｽｶﾞﾜﾗﾃﾞﾝｶｾﾂﾋﾞ 電気製品

菅原電化設備（株）　

岐阜県海津市海津町馬目２７１
代表取締役  伊藤　智和
宮城県大崎市古川幸町一丁目８番８号

ｽｲﾄｺｳｷﾞｮｳ 下水道機器

水都工業（株）　東北支店

精密機械

リース

  運動具・遊具

衣料品・寝具

日用品

宮城県大崎市田尻沼部字富岡１０２－１ 電気製品

代表  富田　精毅 教材・書籍

看板・標識

ｼﾝﾔｼｮﾃﾝ 文具・事務機器

シンヤ書店　 電算・通信機器

リース

支店長  菅原　裕幸 消防等機器・用品

産業機器

建設資材

宮城県遠田郡美里町北浦字天神南３５－１ 看板・標識

代表取締役  安部　文秋 運動具・遊具

宮城県大崎市古川福沼二丁目６－２０ 家具・室内装飾品

  
ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｼｮｳｼﾞ 文具・事務機器

新日本商事（株）　大崎支店 電算・通信機器

宮城県大崎市古川穂波３丁目７番８号
代表取締役  庄子　行宏

所長  千葉　雄次郎
ｼｬｺｳｵﾌｨｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵｵｻｷ 文具・事務機器

写光オフィスパートナーズ大崎（株）　

宮城県仙台市若林区沖野５－１１－７
取締役社長  庄司　哲也
宮城県大崎市古川休塚字沢目１１－３

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ｻﾝﾜｼｮｳｶｲ 日用品

（有）三和商会　古川営業所

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301227-1 150-0001 03-5775-8475 66,401,083
03-5775-8921

989-6162 0229-23-5200
0229-22-1998

300843-1 989-6143 0229-23-7722 40,000
0229-23-7718

301038-1 989-4103 0229-56-2211 1,000
0229-56-7575

302000-1 989-6151 0229-23-1183 10,000
0229-23-2411

300715-1 020-8672 019-638-2121 30,000
019-637-2027

989-6251 0229-28-5055
0229-28-5056

300376-1 989-6136 0229-22-6911 20,000
0229-22-6915

301695-1 989-6265 0229-27-2888 100,000
0229-27-2889

301643-1 163-1119 03-5323-4111 200,000
03-5323-4147

989-6105 0229-23-6409
0229-22-7545

301202-1 989-4102 0229-56-2341 5,000
0229-56-9430

300967-1 989-6821 0229-83-3755 5,000
0229-83-4469

300447-1 983-0835 022-293-4613 100,000
022-295-1517

989-6223 0229-23-3329
0229-23-0094

301303-1 989-6255 0229-25-9119 3,000
0229-25-9118

300281-1 989-6254 0229-27-3151 10,000
0229-27-3155代表取締役  千田　信良

  

ﾁﾀﾞｾｲｿｳ 燃料

（有）千田清掃　 その他

宮城県大崎市古川狐塚字西田７７番地 下水道機器

代表取締役  男澤　博夫

  

ﾀﾞﾝ リース

ダン（有）　
宮城県大崎市古川休塚字南田５５番地１

代表取締役  金山　健彦
宮城県大崎市古川字城西６５番１号
店長  瀬野　秀樹

ﾀﾞｽｷﾝｻｰｳﾞﾄｳﾎｸ 日用品

（株）ダスキンサーヴ東北　ダスキン古川 リース

宮城県仙台市宮城野区大梶２番２３号

代表取締役  髙橋　國雄

  

ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 電気製品

（株）髙橋電気工事　 産業機器

宮城県大崎市鳴子温泉字車湯９５－１０

代表取締役  髙橋　信明

  

ﾀｶﾊｼｹﾝｾﾂ 燃料

（有）髙橋建設　 その他

宮城県大崎市鹿島台木間塚字西浦２１番地

代表取締役  狩野　伸彌 産業機器

宮城県大崎市古川福沼１丁目７番５号
所長  大久保　寿人

ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 電気製品

太平ビルサービス（株）　大崎営業所 日用品

東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 消防等機器・用品

代表取締役  地紙　正和

  

ﾀﾞｲﾆﾎﾝ 看板・標識

（株）ダイニホン　 建設資材

宮城県大崎市古川渕尻字西田６

代表取締役  齋藤　正克

  

ﾀｲｺｰ 看板・標識

タイコー（株）　 産業機器

宮城県大崎市古川穂波四丁目７番６号 建設資材

代表取締役社長  北﨑　幸治 薬品

宮城県大崎市古川小野字八日町1-1
所長  多田　和弘

ﾀﾞｲｲﾁｶｲﾒｲ 産業機器

第一開明（株）　仙台営業所 理化学機器

岩手県盛岡市流通センター北一丁目10-5 医療

代表取締役  菅原　つる子 日用品

家具・室内装飾品

  消防等機器・用品

ｿｳﾋﾞ 看板・標識

（株）そうび　 運動具・遊具

宮城県大崎市古川城西二丁目７番４５号 衣料品・寝具

代表取締役  鈴木　繁雄 建設資材

  

ｾﾝﾎﾟｸｼｮｳｶｲ 自動車

（株）仙北商会　 産業機器

宮城県大崎市鹿島台平渡字新屋敷下４８ 燃料

代表取締役  髙橋　克幸

  

ｾﾝﾎﾟｸｹﾝｾﾂ リース

（株）仙北建設　
宮城県大崎市古川中里三丁目９番１８号

その他

代表取締役社長  尾関　一郎 産業機器

宮城県大崎市古川駅前大通４丁目３番１号グレイスピア古川ビルディング 医療

支社長  佐々木　修平 リース

ｾｺﾑ 電気製品

セコム（株）　古川支社 日用品

東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 消防等機器・用品

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301568-1 989-4415 0229-39-1125 15,000
0229-39-2535

302226-1 989-6227 0229-26-3635 0
0229-26-3635

301575-1 989-6115 0229-22-0144 13,000
0229-22-7766

301364-1 984-0015 022-353-7435 22,500
022-353-7436

989-6223 0229-23-7531
0229-23-7530

301428-1 989-6405 0229-84-7088 5,000
0229-87-5248

301165-1 140-0013 011-892-6611 10,981,661
011-892-2164

989-6232 0229-28-5656
0229-28-5353

301489-1 102-0072 03-3239-1039 45,400
03-3239-1062

989-6106 0229-87-5164
0229-87-5165

300673-1 155-8655 03-3419-7811 300,000
03-3414-6042

989-6101 0229-23-5627
0229-23-5628

300874-1 963-8676 024-959-6611 104,750
024-959-6546

989-6321 0229-52-7778
0229-53-2228

301052-1 984-0831 022-285-1511 65,000
022-285-1527

989-4102 0229-56-3211
0229-56-3255

302345-1 983-0833 022-369-3115 10,000
022-369-3116

989-6163 0229-22-8762
0229-22-8739

302090-1 989-6102 0229-21-0751 3,000
0229-21-0760

301434-1 980-0021 022-222-5455 212,500
022-711-5362

989-6175 0229-23-3633
0229-23-2292

宮城県大崎市古川諏訪二丁目２番２５号
所長  今宮　浩生

同和警備（株）　古川営業所
宮城県仙台市青葉区中央三丁目２番１号青葉通プラザ

代表取締役  高橋　宏知

  
ﾄﾞｳﾜｹｲﾋﾞ 消防等機器・用品

（株）東北マテリアル　
宮城県大崎市古川江合本町２丁目２番３号
代表取締役  高橋　慶長

宮城県大崎市古川台町５－１３
所長  山形　文男

ﾄｳﾎｸﾏﾃﾘｱﾙ 文具・事務機器

東北ビル管財（株）　古川営業所 消防等機器・用品

宮城県仙台市宮城野区東仙台１丁目8-20
代表取締役  山形　文男

宮城県大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢８７－１
所長  邊見　健太郎

ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙｶﾝｻﾞｲ 日用品

東北ニチレキ工事（株）　大崎営業所
宮城県仙台市若林区沖野四丁目３番１５号
代表取締役  須藤　孝浩

宮城県大崎市三本木字東浦１９番
支店長  佐藤　豊

ﾄｳﾎｸﾆﾁﾚｷｺｳｼﾞ 建設資材

東北アルフレッサ（株）　大崎支店 医療

福島県郡山市喜久田町卸一丁目４６番地１ 薬品

代表取締役  川島　啓嗣

宮城県大崎市古川福浦字道の上１３７－１
所長  渡辺　和憲

ﾄｳﾎｸｱﾙﾌﾚｯｻ 福祉機器・用品

東邦薬品（株）　宮城営業部古川営業所 薬品

東京都世田谷区代沢五丁目２番１号
代表取締役  馬田　明

宮城県大崎市古川幸町１丁目６番１２号MRSビル４階 リース

所長  吉澤　光治
ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 医療

東京システム特機（株）　東北営業所 電気製品

東京都千代田区飯田橋４丁目５番１１号 産業機器

代表取締役  吉田　光男 精密機械

ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 電算・通信機器

消防等機器・用品

産業機器

建設資材

宮城県大崎市古川沢田字筒場浦１５ 自動車

店長  舘山　健治 日用品

家具・室内装飾品

ＤＣＭ（株）　ＤＣＭホーマック古川北店 電気製品

東京都品川区南大井６丁目２２－７　大森ベルポートＥ館 運動具・遊具

代表取締役  石黒　靖規 衣料品・寝具

  
ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑ 文具・事務機器

（有）ちゅうそう　
宮城県大崎市岩出山池月字下宮白山１番地の１５
代表取締役  中鉢　健二

宮城県大崎市古川字本鹿島２２４－１
支店長  荒川　一也

ﾁｭｳｿｳ その他

中外機工（株）　古川支店 自動車

宮城県仙台市若林区卸町３丁目１番２３号 産業機器

代表取締役  大槻　憲二 建設資材

  
ﾁｭｳｶﾞｲｷｺｳ 看板・標識

（株）千葉愍治商店　 リース

宮城県大崎市古川駅東一丁目５番５号
代表取締役  千葉　憲一

家具・室内装飾品

  
ﾁﾊﾞﾐﾝｼﾞｼｮｳﾃﾝ 燃料

千葉スポーツ工業　 看板・標識

宮城県大崎市古川大崎字地蔵殿９３－２ 運動具・遊具

事業主  千葉　辰三 日用品

  
チバスポーツコウギョウ 電気製品

（株）千葉自動車　 産業機器

宮城県大崎市田尻字新町浦６０番地 リース

代表取締役  千葉　幸嗣

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾁﾊﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301490-1 980-0811 022-224-0271 177,500
022-224-1651

989-6157 0229-23-7783
0229-23-3328

300777-1 989-6172 0229-23-3539 10,000
0229-22-5735

302052-1 981-4262 0229-63-2008 3,000
0229-63-7352

989-6103 0229-23-8263
0229-23-8264

301963-1 987-0005 0229-32-2410 10,000
0229-32-5452

989-6223 0229-23-0173
0229-23-0173

302356-1 989-6711 0229-84-7231 10,000
0229-84-7650

300474-1 989-6255 0229-28-1116 10,000
0229-27-1165

301375-1 989-6163 0229-22-2655 4,000
0229-22-2667

302361-1 164-0012 03-5334-5666 300,000
03-5334-5660

989-6101 0229-23-1500
0229-23-1502

302357-1 060-0001 011-221-2130 240,000
011-221-2025

989-6135 0229-88-5211
0229-88-4402所長  吉田　貴欧

北海道札幌市中央区北1条西１３丁目４番地
代表取締役  芝本　政明
宮城県大崎市古川稲葉字前田東１１－６

営業所長  中山　裕章
ﾆﾎﾝﾆｭｰﾎﾗﾝﾄﾞ 産業機器

日本ニューホランド（株）　宮城営業所

東京都中野区本町一丁目３２番２号 リース

職務執行者  本田　博人
宮城県大崎市古川福浦二丁目１番４６号

ﾆｯﾎﾟﾝｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 自動車

日本キャタピラー（合）　古川営業所 産業機器

リース

  家具・室内装飾品

消防等機器・用品

精密機械

宮城県大崎市古川台町８－５ 電気製品

代表取締役  西巻　英明 教材・書籍

日用品

ﾆｼﾏｷﾊﾟﾋﾟﾙｽ 文具・事務機器

（有）ニシマキパピルス　 電算・通信機器

医療

リース

産業機器

理化学機器

精密機械

家具・室内装飾品

福祉機器・用品

消防等機器・用品

  運動具・遊具

衣料品・寝具

日用品

宮城県大崎市古川休塚字南田６２番地の１ 電気製品

代表取締役  西巻　進 教材・書籍

看板・標識

  
ﾆｼﾏｷ 文具・事務機器

（株）西巻　 電算・通信機器

宮城県大崎市鳴子温泉字要害81番地の1
代表取締役  加藤　修

所長  成澤　正幸
ナルコモガミモータース 自動車

（株）ナルコモガミモータース　 リース

宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦２４－１
代表取締役  成澤　英子
宮城県大崎市古川字本鹿島２４８

代表取締役  中村　文紀
ﾅﾘﾌﾞﾝｾｷﾕ 燃料

（株）成文石油　古川インター給油所

宮城県加美郡加美町字一本杉２１５番地 看板・標識

代表取締役  中村 文紀
宮城県大崎市古川江合寿町一丁目３－１３

ﾅｶﾑﾗｲﾝｻﾂ 文具・事務機器

（有）中村印刷　古川営業所 教材・書籍

リース

精密機械

医療

薬品

福祉機器・用品

消防等機器・用品

理化学機器

  運動具・遊具

日用品

家具・室内装飾品

宮城県大崎市古川前田町１番３０号 電気製品

代表取締役  長岡　利明 教材・書籍

看板・標識

所長  大和田　晃央
ﾅｶﾞｵｶ 文具・事務機器

（株）ナガオカ　 電算・通信機器

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号仙台第一生命タワービルディング 消防等機器・用品

代表取締役  菅井　和宏 薬品

宮城県大崎市古川栄町２２番２４号 リース

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾄﾞｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 電気製品

同和興業（株）　古川営業所 日用品

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

400048-1 989-4106 0229-56-2463 5,000
0229-56-5109

300456-1 980-9581 022-266-4511 3,992,462
022-266-3942

989-6255 0229-28-2271
0229-28-3294

301208-1 989-6174 0229-22-0676 10,000
0229-23-7432

300489-1 989-4414 0229-39-0416 0
0229-87-3641

300798-1 989-6221 0229-24-4123 0
0229-24-1775

300629-1 989-4104 0229-56-5800 10,000
0229-56-3621

302365-1 135-0033 03-6801-5141 50,000
03-6801-5186

989-6322 0229-52-5604
0229-52-5614

301420-1 989-6232 0229-28-3773 30,000
0229-28-4084

301520-1 989-6151 0229-22-1816 1,000
0229-22-3990

301948-1 989-6111 0229-23-7752 12,000
0229-23-6641

301848-1 340-0004 048-931-9306 5,000,000
048-953-8115

989-6232 0229-28-4323
0229-28-4313

301461-1 989-6403 0229-72-1333 3,000
0229-72-1333代表取締役  樋野　精一

  

ﾋﾉｼｮｳﾃﾝ 自動車

（有）樋野商店　 燃料

宮城県大崎市岩出山上野目字上川原５３－１９

代表取締役  榎本　一雄
宮城県大崎市古川沢田字舞台98番1号
営業所長  梅田　昌人

ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝ 産業機器

日立建機日本（株）　古川営業所 リース

埼玉県草加市弁天5丁目33番25号

代表取締役  狩野　圭

  

ﾋﾞｿｳｼｬ 看板・標識

（株）美装社　
宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北１６

代表取締役  今泉　信吾

  

ﾋﾞｹﾝ 教材・書籍

（株）美研　 看板・標識

宮城県大崎市古川城西一丁目１番１０号 家具・室内装飾品

代表取締役  佐藤　光男

  

ﾋｶﾙ 自動車

（株）光　 消防等機器・用品

宮城県大崎市古川沢田字中河原２番地１ 建設資材

代表取締役  大野　達廣
宮城県大崎市三本木南谷地字千刈田２７４
店長  坂田　佑介

ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｳｻﾐ 燃料

（株）東日本宇佐美　4号三本木バイパス給油所
東京都文京区本郷２－２２－２宇佐美第一本郷ビル７階

代表取締役  菅原　照義 建設資材

リース

  

ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 看板・標識

（株）東日本　 運動具・遊具

宮城県大崎市鹿島台広長字猪ケ鼻１２-１８ 消防等機器・用品

代表  福地　孝

  

ビーム 電算・通信機器

ビーム　 電気製品

宮城県大崎市古川大宮七丁目５番５号

代表  畑山　慶一

  

ﾊﾀﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 自動車

畑山自動車整備工場　
宮城県大崎市田尻北牧目字鴻巣浦１０－１

下水道機器

薬品

建設資材

上水道機器

理化学機器

精密機械

燃料

福祉機器・用品

消防等機器・用品

産業機器

代表取締役  畠　良記 衣料品・寝具

自動車

  日用品

ﾊﾀｼｹﾞｼｮｳﾃﾝ 文具・事務機器

（株）畠茂商店　 電気製品

宮城県大崎市古川千手寺町１丁目５番２１号 看板・標識

代表取締役社長  一條　武
宮城県大崎市古川休塚字童子川２５－１
支店長  松浦　光輝

ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ 医療

（株）バイタルネット　古川支店 薬品

宮城県仙台市青葉区大手町１番１号 リース

代表取締役  沼田　隆行

  

ﾇﾏﾀﾀﾀﾐｺｳｷﾞｮｳ 家具・室内装飾品

（有）沼田タタミ工業　
宮城県大崎市鹿島台大迫字上志田２９７

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300998-1 989-6213 0229-26-2885 3,000
0229-26-2885

302364-1 989-6163 0229-22-0701 3,000
0229-25-6202

301374-1 989-6141 0229-22-2648 20,000
0229-22-2644

300869-1 989-6222 0229-23-1100 2,000
0229-23-1102

301851-1 989-6101 0229-23-8890 10,000
0229-23-8873

300722-1 989-6224 0229-22-2303 2,000
0229-23-1764

301438-1 989-6143 0229-22-0396 10,000
0229-23-8262

301148-1 060-0041 011-222-3572 329,304
011-232-8838

989-6117 0229-24-2718
0229-24-0069

301871-1 989-4302 0229-25-8716 12,000
050-3457-8860

300933-1 981-3137 022-375-6665 10,500
022-375-9709

989-6101 0229-29-9271
0229-21-0651

302342-1 039-2245 0178-21-1513 30,000
0178-21-1514

989-6232 0229-28-4211
0229-28-4213

302059-1 981-1105 022-241-2111 30,000
022-241-8229

989-6116 0229-22-8080
0229-22-8082

宮城県大崎市古川李埣一丁目７番１号 運動具・遊具

所長  菅原　幸充

（株）北文社　古川営業所 電算・通信機器

宮城県仙台市太白区西中田六丁目４番４０号 電気製品

代表取締役  佐藤 拓自 教材・書籍

宮城県大崎市古川沢田字舞台１４８－１
所長  三浦　了

ﾎｸﾌﾞﾝｼｬ 文具・事務機器

（株）ほくとう　古川営業所 産業機器

青森県八戸市北インター工業団地三丁目２番８０号 リース

代表取締役  川村　雄藏

宮城県大崎市古川福浦字新土手外３６番地１
部長  佐藤　洋一

ﾎｸﾄｳ 自動車

（株）ホクショウ　大崎事業所
宮城県仙台市泉区大沢二丁目１２番地の１
代表取締役  中上　剛

  
ﾎｸｼｮｳ その他

ベストネット合同会社　 リース

宮城県大崎市田尻大貫字北長根１６１－１
代表社員  珍田　秀幸

宮城県大崎市古川旭１丁目１４番２５号
所長  菅原　春夫

ﾍﾞｽﾄﾈｯﾄ 電算・通信機器

フルテック（株）　古川営業所
北海道札幌市中央区大通東３丁目４番地の３
代表取締役社長  古野　重幸

薬品

その他

ﾌﾙﾃｯｸ 電気製品

産業機器

理化学機器

医療

自動車

  日用品

消防等機器・用品

（株）古川ポンプ製作所　 電気製品

宮城県大崎市古川中里一丁目１０番２９号 看板・標識

代表取締役  氏家　英喜 衣料品・寝具

  
ﾌﾙｶﾜﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ 電算・通信機器

（株）古川電子サービス　 電気製品

宮城県大崎市古川小泉字泉４２番地
代表取締役  木村　俊吉

ﾌﾙｶﾜﾃﾞﾝｼｻｰﾋﾞｽ 電算・通信機器

建設資材

  上水道機器

下水道機器

古川カヤバ管材（株）　 日用品

宮城県大崎市古川福浦字道の上１４２番地の１ 産業機器

代表取締役  中鉢　悟 理化学機器

  
ﾌﾙｶﾜｶﾔﾊﾞｶﾝｻﾞｲ 電気製品

古川ガス（株）　 燃料

宮城県大崎市古川若葉町二丁目１４番１号
代表取締役  加藤　智治

  
ﾌﾙｶﾜｶﾞｽ 産業機器

（株）富士電工　 消防等機器・用品

宮城県大崎市古川南新町７番４６号 産業機器

代表取締役  門脇　基 建設資材

福祉機器・用品

  消防等機器・用品

ﾌｼﾞﾃﾞﾝｺｳ 電気製品

（有）富久屋　 運動具・遊具

宮城県大崎市古川台町２－２６ 衣料品・寝具

取締役  鈴木　隆夫 日用品

  
ﾌｸﾔ 看板・標識

（株）平山商店　
宮城県大崎市古川保柳字北田２８番地１
代表取締役  早坂　一輝

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾋﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ その他
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300547-1 989-6135 0229-24-2866 20,000
0229-24-2868

301283-1 981-0913 022-728-9511 100,000
022-728-9513

989-6162 0229-24-3731
0229-24-3730

302352-1 989-6322 0229-52-3331 3,000
0229-52-6172

302346-1 989-6145 0229-23-7878 12,000
0229-23-7942

301498-1 989-6435 0229-72-1448 3,000
0229-72-2186

301696-1 989-6436 0229-72-1133 20,000
0229-72-4272

301322-1 989-6145 0229-22-1055 10,000
0229-22-1356

300692-1 110-0003 03-5603-7111 3,164,950
03-5603-7738

989-6106 0229-24-8411
0229-24-8101

301584-1 989-4104 0229-56-3013 20,000
0229-56-5232

301587-1 980-0801 022-272-5331 80,000
022-272-5544

989-6255 0229-28-2122
0229-28-4083

301996-1 989-4102 0229-57-1330 42,000
0229-57-1333

300633-1 989-6301 0229-52-3585 5,000
0229-52-2897

  

宮城県大崎市三本木桑折字上屋敷５ その他

代表取締役  鈴木　富彦

  
ﾐｽｽﾞｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 自動車

（有）三鈴オートサービス　 リース

宮城県大崎市鹿島台木間塚字西沢172番地1
代表取締役  阿部　幸也

所長  伊藤　雅彦
ﾏﾙﾋｼｮｸﾋﾝ 日用品

マルヒ食品（株）　

宮城県仙台市青葉区木町通２丁目６－６７
代表取締役  橋本　庸輔
宮城県大崎市古川休塚字南田５３－１

  
ﾏﾙﾊｻﾝｷﾞｮｳ 燃料

マルハ産業（株）　古川出張所

宮城県大崎市鹿島台広長字尻掛杉ケ崎３０番地の６

代表取締役  佐々木　浩

所長  佐々木　崇
ﾏﾙﾄｸｹﾝｾﾂ 建設資材

（株）丸徳建設　 リース

東京都台東区根岸二丁目１９番１８号
代表取締役社長  渡辺　恵一
宮城県大崎市古川幸町１－５－３０

  
ﾏﾙｾﾞﾝ 日用品

（株）マルゼン　古川営業所 産業機器

宮城県大崎市古川北稲葉1丁目1番52号
代表取締役  鈴木　隆逸

  
ﾏﾙｼｮｳｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ その他

（株）丸昭自動車整備工場　

宮城県大崎市岩出山字二ノ構５番地の１
代表取締役  佐藤　晴彦

ﾏﾙｲﾜｳﾝﾕｹﾝｾﾂ 建設資材

丸岩運輸建設（株）　

福祉機器・用品

消防等機器・用品

その他

  衣料品・寝具

日用品

家具・室内装飾品

宮城県大崎市岩出山字浦小路８番地の３ 電気製品

代表取締役  真山　隆宏 看板・標識

運動具・遊具

  
ﾏﾔﾏ 文具・事務機器

（有）まやま　 電算・通信機器

宮城県大崎市古川北稲葉一丁目2-73 日用品

代表取締役  松本　洋輔 産業機器

  
ﾏﾂﾓﾄ 文具・事務機器

（株）マツモト　 看板・標識

宮城県大崎市三本木南谷地字要害３７７
代表取締役  鈴木　慎一

所長  田口　治義
ﾎﾝﾀﾞﾊﾞｲﾊﾟｽｽｽﾞｷ 自動車

（有）ホンダバイパス鈴木　 リース

宮城県仙台市青葉区昭和町２－３８ 産業機器

代表取締役  今野　浩治
宮城県大崎市古川駅前大通３－４－２３－１０２

ﾎｼｻﾞｷﾄｳﾎｸ 電気製品

ホシザキ東北（株）　古川営業所 日用品

  上水道機器

下水道機器

宮城県大崎市古川稲葉字大江向１８７番地の１ 消防等機器・用品

代表取締役  金野　清久 産業機器

建設資材

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾎｸﾘｮｳｹﾝｾﾂ 日用品

（株）北陵建設　 福祉機器・用品

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301547-1 989-6255 0229-28-2521 10,000
0229-28-2289

301881-1 211-0023 044-330-7700 35,000,000
044-330-5818

989-6232 0229-28-5111
0229-28-5117

302367-1 989-6321 0229-52-3229 5,000
0229-52-3352

301426-1 984-0823 022-286-3360 10,000
022-286-3362

989-6115 0229-22-5101
0229-22-5103

301984-1 989-6153 0229-25-9620 2,230
0229-25-8635

300553-1 981-3112 022-396-0131 33,000
022-396-0341

989-6135 0229-21-8157
0229-23-8459

301864-1 983-8570 022-284-2111 40,000
022-236-1507

989-6145 0229-22-2097
0229-23-8259

301034-1 981-3133 022-371-8743 30,000
022-371-9796

989-6115 0229-24-0440
0229-24-0350

301612-1 983-8560 022-235-3121 50,000
022-235-3159

989-6232 0229-27-1212
0229-28-5522

301685-1 989-6175 0229-24-2062 5,000
0229-24-2063

300900-1 983-0035 022-237-5111 50,000
022-237-5121

989-6171 0229-22-2053
0229-22-6333

代表取締役  千田　茂穂
宮城県大崎市古川北町３丁目１－３６
店長  小野　桂一

ﾐﾔｷﾞﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 自動車

宮城三菱自動車販売（株）　古川店
宮城県仙台市宮城野区日の出町１丁目5-36

上水道機器

燃料

薬品

建設資材

消防等機器・用品

産業機器

理化学機器

取締役  佐々木　啓輔 衣料品・寝具

自動車

  日用品

ﾐﾔｷﾞﾏｯｶﾗｰﾌﾙｶﾜ 文具・事務機器

（有）宮城マッカラー古川　 電気製品

宮城県大崎市古川諏訪三丁目４－１７ 看板・標識

代表取締役  谷藤　弘
宮城県大崎市古川沢田字新貝沼５３－１２
所長  小綱　英征

ﾐﾔｷﾞﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車

宮城日野自動車（株）　古川営業所 燃料

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目７－３６号

代表取締役  本田　郁夫 精密機械

宮城県大崎市古川駅東１丁目５－３５
所長  野徳　哉

ﾐﾔｷﾞﾉｰﾐ 電気製品

宮城ノーミ（株）　古川営業所 看板・標識

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目３８番地の１２ 消防等機器・用品

代表取締役  後藤　誠
宮城県大崎市古川北稲葉２－２－１
店長  佐藤　伸也

ﾐﾔｷﾞﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車

宮城トヨタ自動車（株）　MTG古川
宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目３番７号

理化学機器

精密機械

医療

家具・室内装飾品

福祉機器・用品

消防等機器・用品

代表取締役  大越　健治 教材・書籍

宮城県大崎市古川稲葉字鴻の巣１３２ 運動具・遊具

支所長  渋谷　公寿 日用品

ﾐﾔｷﾞｹﾝｶﾞｯｺｳﾖｳﾋﾝｷｮｳｶｲ 文具・事務機器

（株）宮城県学校用品協会　古川支所 電算・通信機器

宮城県仙台市泉区八乙女四丁目２番地の３５ 電気製品

代表理事  真山　隆宏

  

ﾐﾔｷﾞｵｵｻｷｶﾝｺｳｺｳｼｬ 日用品

（一社）みやぎ大崎観光公社　 リース

宮城県大崎市古川七日町３番１０号醸室内　蔵１０

代表取締役  橋本　栄 消防等機器・用品

宮城県大崎市古川駅東一丁目６－２ 医療

所長  八木　一成

ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝﾐﾔｷﾞ 看板・標識

ミドリ安全宮城（株）　古川営業所 衣料品・寝具

宮城県仙台市若林区遠見塚三丁目８番１７号 日用品

代表取締役  早坂　吉彦

  

ﾐﾂﾐﾈｷｺｳ 消防等機器・用品

（有）三峰機工　 建設資材

宮城県大崎市三本木字南町75番地 上水道機器

代表取締役  カール・デッペン
宮城県大崎市古川沢田字立海道６８
支店長  松浦　弘二

ﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳﾄﾗｯｸﾊﾞｽ 自動車

三菱ふそうトラック・バス（株）　東北ふそう古川支店
神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地

代表取締役  三塚　義信

  

ﾐﾂﾂﾞｶﾀｲﾔ 自動車

（有）三塚タイヤ　
宮城県大崎市古川休塚字目見田２６番地の３

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300485-1 989-6156 0229-23-0548 3,000
0229-22-6405

301365-1 989-4308 0229-39-1561 0
0229-39-1561

300989-1 104-8464 03-3517-5050 100,000
03-3517-5011

989-6136 0229-24-9460
0229-24-9470

302171-1 989-6193 0229-22-2041 70,000
0229-22-2544

300349-1 371-0844 027-290-1800 5,000,000
027-290-1896

989-6115 0229-29-9336
0229-29-9337

301260-1 530-0014 06-6376-6433 90,000
06-6376-6288

989-6252 0229-28-2194
0229-28-2381

300876-1 989-4308 0229-39-0073 3,000
0229-39-0073

400123-1 989-51111 0228-42-1135 30,000
0228-42-3154

989-6264 0229-27-1125
0229-27-1132

302353-1 989-4103 0229-56-2202 0
0229-56-3167

400122-1 989-6103 0229-21-0067 8,000
0229-21-0068

301210-1 989-6446 0229-72-3966 10,000
0229-72-3153

301603-1 983-0013 022-259-6339 15,000
022-259-6358

989-6232 0229-28-4200
0229-28-4203

301541-1 989-6251 0229-28-2639 30,000
0229-28-2500

  

我妻建設（株）　
宮城県大崎市古川小野字馬場２５－１
代表取締役  我妻　孝

宮城県大崎市古川沢田字舞台６１－１
支店長  宍戸　大助

ﾜｶﾞﾂﾏｹﾝｾﾂ 産業機器

ロジスネクスト東北（株）　古川支店 産業機器

宮城県仙台市宮城野区中野二丁目２番地の１７ リース

代表取締役  中尾　浩臣 その他

その他

  
ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾄｳﾎｸ 自動車

（株）リフレッシュかむろ　 日用品

宮城県大崎市岩出山字大学町４６番地１ 家具・室内装飾品

代表取締役  宇和野　文昭 薬品

  
ﾘﾌﾚｯｼｭｶﾑﾛ 電気製品

（株）ラダック　
宮城県大崎市古川江合寿町二丁目４番３３－２号
代表取締役  佐々木　学

  
ﾗﾀﾞｯｸ 看板・標識

（有）吉村米治商店　
宮城県大崎市鹿島台平渡字東銭神６２番地
代表取締役  吉村　研

宮城県大崎市古川上埣字羽山２４番地
代表取締役  吉村　孝雄

ﾖｼﾑﾗﾖﾈｼﾞｼｮｳﾃﾝ 燃料

（株）吉村商事　古川支店
宮城県栗原市金成日向３３番地４
代表取締役  吉村　孝雄

  
ﾖｼﾑﾗｼｮｳｼﾞ その他

ユーキオート　 その他

宮城県大崎市田尻沼部字加良屋敷１１４
代表  結城　一男

宮城県大崎市古川荒谷字新芋川３７－１
支店長  舟生　広幸

ﾕｰｷｵｰﾄ 自動車

ヤンマーアグリジャパン（株）　古川支店 リース

大阪府大阪市北区鶴野町１番９号
代表取締役  渡辺　丈

宮城県大崎市古川駅東１－５－１１
支店長  木暮　篤

ヤンマーアグリジャパン 産業機器

（株）ヤマト　東北支店 リース

群馬県前橋市古市町１１８ 上水道機器

代表取締役　社長執行役員  町田　豊 下水道機器

ﾔﾏﾄ 薬品

日用品

  福祉機器・用品

建設資材

（株）柳川商店　 電気製品

宮城県大崎市古川駅東二丁目２番３号 運動具・遊具

代表取締役社長  柳川　裕見代 衣料品・寝具

宮城県大崎市古川穂波３丁目１-２９
支店長  大柳　幸徳

ﾔﾅｶﾞﾜｼｮｳﾃﾝ 文具・事務機器

（株）メディセオ　大崎支店
東京都中央区八重州二丁目７番１５号
代表取締役社長  今川　国明

  
ﾒﾃﾞｨｾｵ 医療

宮本商会　
宮城県大崎市田尻沼部字横須賀前１１０－１
  宮本　晴幸

  
ﾐﾔﾓﾄｼｮｳｶｲ 燃料

（有）宮芝　 薬品

宮城県大崎市古川西館一丁目７番５８号 その他

代表取締役  矢吹　喜信

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾐﾔｼﾊﾞ 日用品

15/16 ページ



【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300590-1 989-6321 0229-52-2461 500
0229-52-3515

301410-1 989-6322 0229-52-2155 0
0229-52-2251

301773-1 989-6241 0229-29-2021 10,000
0229-29-2022

  

宮城県大崎市古川清水沢字向原１番地５
代表取締役  渡邊　和也

  
ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｻﾞｲ 建設資材

（株）渡邊建材　

宮城県大崎市三本木南谷地字要害３５２番地１
代表  若生　嘉高

  
ﾜｺｳﾀｲﾔ 自動車

若生タイヤ　

宮城県大崎市三本木字善並田４６の１
代表社員  若生　茂

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾜｺｳｱﾌﾞﾗﾃﾝ 燃料

（資）若生油店　

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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