
【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300846-1 989-4414 0229-39-0110 3,000
0229-39-0402

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

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

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

301912-1 989-4301 0229-39-1443 26,000
0229-39-1422

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

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

301903-1 989-6203 0229-26-3513 43,000
0229-26-2636

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

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

300753-1 989-6941 0229-86-2211 20,000
0229-86-2212

302341-1 989-6712 0229-84-7385 3,000
0229-84-7385

301725-1 989-4105 0229-56-5120 10,000
0229-56-3305

301485-1 989-4303 0229-39-0666 25,000
0229-39-7992

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

ｱｰｽｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

  

廃棄物関連

業務代行

宮城県大崎市田尻北牧目字新田３０番地の１

希　望　部  門

代表取締役  佐々木　德男

（有）アースクリーンセンター　

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先
業者
番号

宮城県大崎市古川字本鹿島２５６番地の１ 印刷

代表取締役  三浦　義弘

ｱｰﾄ 電算業務

（株）アート　 写真・映画等作成

（株）アオキ　大崎営業所
宮城県仙台市若林区六丁の目北町１６番１５号

  
ｱｵｷ 施設等の保守管理

代表取締役  玉川　康介
宮城県大崎市鹿島台平渡字長根１９番地４

（有）青木工務店　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市田尻蕪栗字林内１５番地の１

所長  金田　宏樹
ｱｵｷｺｳﾑﾃﾝ 建物等の清掃

代表取締役  青木　利晴

  
検査･分析業務

（有）青葉書房　
ｱｵﾊﾞｼｮﾎﾞｳ

宮城県大崎市古川二ノ構７番６１号

  

代表取締役  高橋　充

建物等の清掃

（業）アクアネット　 施設等の保守管理

検査･分析業務

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
調査業務

廃棄物関連

  緑地等の保守管理

代表理事  佐藤　政志

計画策定

業務代行

上水道施設

下水道施設

ごみ・し尿処理施設

ｱｸｾｽ 建物等の清掃

（有）アクセス　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市古川飯川字蛭田４番地の３ 業務代行

代表取締役  伊藤　隆宏 上水道施設

下水道施設

  
ｱﾒﾘｶﾔ 写真・映画等作成

（株）アメリカヤ　古川事業所
宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎町１５番地
代表取締役  髙橋　洋一郎
宮城県大崎市古川北稲葉二丁目7－41
代表取締役  髙橋　洋一郎

ｱﾗｵｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

荒雄建設（株）　 調査業務

宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字中田野３５番地の４ 緑地等の保守管理

代表取締役  髙橋　敏仁 業務代行

  
ｱﾗｵｺｳｾｲｾﾝﾀｰ 建物等の清掃

（有）荒雄厚生センター　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鳴子温泉字野際１１３ 廃棄物関連

代表取締役  中鉢　のぶ 緑地等の保守管理

下水道施設

  
ｱﾗｺｳﾑﾃﾝ 緑地等の保守管理

（有）荒工務店　
宮城県大崎市鹿島台深谷字南堀籠１００－２
代表取締役  荒　清広

  
ｱﾗｻﾝｷﾞｮｳ 緑地等の保守管理

（株）荒産業　 業務代行

宮城県大崎市田尻大沢字柳沢中一８－２
代表取締役  荒　孝治

  

  

ｱﾗﾔﾄﾞｹﾝ 建物等の清掃

（株）荒谷土建　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川荒谷字本町東２２番地の３ 緑地等の保守管理

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  渡邊　昭弘
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

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

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

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

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

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

301302-1 989-6413 0229-72-1264 7,000
0229-72-1497

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

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

301320-1 989-4301 0229-39-7055 3,000
0229-39-7055

300455-1 989-6412 0229-72-1331 3,000
0229-72-0788

302065-1 989-6435 0229-72-0027 0
0229-72-0097

300496-1 989-6826 0229-83-3650 4,000
0229-83-3650

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

調査業務

  廃棄物関連

（株）エコサーブ　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川駅南三丁目１７番地２ 警備

代表取締役  齋藤　信 検査･分析業務

印刷

  
ｴｺｻｰﾌﾞ 建物等の清掃

エースシステム（株）　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川稲葉３丁目８番２４号 広告・イベント

代表取締役  佐藤　信吉 業務代行

  
ｴｰｽｼｽﾃﾑ 電算業務

（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 廃棄物関連

ごみ・し尿処理施設

業務代行

  上水道施設

下水道施設

（有）宇髙興業　 施設等の保守管理

宮城県大崎市岩出山下野目字座散乱木２１４番２ 廃棄物関連

代表取締役  髙橋　光徳 緑地等の保守管理

  
ｳﾀｶｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

上野々スキーリフト（有）　
宮城県大崎市鳴子温泉古戸前１３２番地の１５９
代表取締役  佐々木　秀人

  
ｳｴﾉﾉｽｷｰﾘﾌﾄ 業務代行

岩出山観光協会　
宮城県大崎市岩出山字浦小路40－5
会長  真山 隆宏

  
ｲﾜﾃﾞﾔﾏｶﾝｺｳｷｮｳｶｲ 施設等の保守管理

（有）岩出山環境清掃　
宮城県大崎市岩出山下野目字新雨沼３８番地６
代表取締役  酒井　光雄

  
ｲﾜﾃﾞﾔﾏｶﾝｷｮｳｾｲｿｳ 廃棄物関連

（有）伊藤自動車整備工場　
宮城県大崎市田尻蕪栗字上沢田５４番地８
代表取締役  伊藤　孝作

宮城県大崎市古川荒谷字新芋川８２番地
支店長  石川　康一

ｲﾄｳｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 車両

いすゞ自動車東北（株）　宮城支社　大崎支店
宮城県仙台市宮城野区中野四丁目１０番地の１４
代表取締役  川浪　正人

  
ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳﾎｸ 車両

（有）石井土木　
宮城県大崎市岩出山字東川原町１９－１８
代表取締役  石井　国孝

  
ｲｼｲﾄﾞﾎﾞｸ 緑地等の保守管理

（株）池月自動車商会　
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

宮城県大崎市古川旭３丁目８－１２
支店長  笠原　聡

ｲｹﾂｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｮｳｶｲ 車両

（株）アルプスビジネスクリエーション　東北支店 施設等の保守管理

東京都大田区雪谷大塚町１－７ 緑地等の保守管理

代表取締役社長  入野　和之

宮城県大崎市古川中里６－３－３６
所長  遠藤　康生

ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ 建物等の清掃

アルプスシステムインテグレーション（株）　古川営業所 施設等の保守管理

東京都大田区雪谷大塚町１－７
代表取締役社長  永倉　仁哉

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｱﾙﾌﾟｽｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 電算業務

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]

301544-1 989-6252 0229-28-3601 0
0229-28-4452

302056-1 980-0021 022-267-4911 10,000
022-772-0164

989-6163 0229-24-8531

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

301627-1 989-4415 0229-39-1434 20,000
0229-39-1586

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

301614-1 989-6322 0229-52-5100 40,000
0229-52-6072

302177-1 989-6144 0229-25-9386 5,000
0229-25-9387

300847-1 989-6254 0229-28-1028 10,000
0229-28-3756

300948-1 989-6162 0229-87-3702 6,000
0229-87-3732

301385-1 989-6162 0229-22-1573 0
0229-24-1388

300514-1 989-6145 0229-23-0376 42,000
0229-23-0342理事長  佐藤　政志 下水道施設

  

ｵｵｻｷｼｶﾝｺｳｼﾞｷﾞｮｳ 調査業務

大崎市管工事業（同）　 業務代行

宮城県大崎市古川北稲葉一丁目２番７８号 上水道施設

会長  鎌田　修二

  

ｵｵｻｷｼｲｼｶｲ その他

（一社）大崎市医師会　
宮城県大崎市古川駅前大通三丁目３番１７号

代表取締役  相澤　弘己

  

ｵｵｻｷｶﾝｺｳﾄﾗﾍﾞﾙ 車両

（株）大崎観光トラベル　 業務代行

宮城県大崎市古川駅前大通２－１－１４チバミン駅前ビル２F

ごみ・し尿処理施設

代表取締役  井上　安榮 廃棄物関連

上水道施設

  下水道施設

ｵｵｻｷｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 建物等の清掃

（有）大崎環境保全　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川狐塚字押堀７番地８ 検査･分析業務

代表取締役  小山　拓也 業務代行

  

ｵｵｶ 建物等の清掃

（株）大架　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川小稲葉町９番４０号 緑地等の保守管理

上水道施設

下水道施設

代表取締役  尾出　恵一 広告・イベント

緑地等の保守管理

  業務代行

ｵｲﾃﾞｯｸ 建物等の清掃

（株）オイデック　 施設等の保守管理

宮城県大崎市三本木南谷地字熊野越７２―１ 調査業務

代表取締役  三浦　勝巳 上水道施設

下水道施設

  

ｴﾝﾄﾞｳﾃﾝ 建物等の清掃

（株）遠藤店　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鳴子温泉字中野１８番地の２ 業務代行

代表取締役  江村　克志

  

ｴﾑﾗｺｳﾑﾃﾝ 緑地等の保守管理

（株）江村工務店　
宮城県大崎市田尻字町184番地4

代表取締役  岩井　新陽

  

ｴﾑｼﾞｪｲ 広告・イベント

（株）エムジェイ　 写真・映画等作成

宮城県大崎市古川駅前大通六丁目４番２０号

代表取締役  木川 賢一朗
宮城県大崎市古川台町９番２０号リオーネふるかわ１階

支店長  三浦 美月

ｴﾃﾞｭｹｲｼｮﾝ その他

（株）エデュケイション　古川支店 業務代行

宮城県仙台市青葉区中央２－２－６三井住友銀行仙台ビル４階

理事長  髙橋　和吉 緑地等の保守管理

計画策定

  

ｴｺﾊﾟﾙｹｼﾞｮﾇﾏ 施設等の保守管理

（特非）エコパル化女沼　 調査業務

宮城県大崎市古川荒谷字簀ノ子町１２番地２ 広告・イベント

下水道施設

ごみ・し尿処理施設

車両

業務代行

上水道施設

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]

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

300891-1 989-6154 0229-21-0550 11,000
0229-24-1158

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

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

300839-1 989-6152 0229-22-4016 5,000
0229-25-4041

301386-1 989-6162 0229-22-2181 40,000
0229-22-2195

300591-1 989-6156 0229-22-1509 1,448
0229-21-9550

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

302085-1 989-6115 0229-22-2025 20,000
0229-22-2024

300588-1 989-4414 0229-39-7027 6,160
0229-39-7661

301368-1 989-6253 0229-27-1788 3,000
0229-27-1789

301384-1 989-6123 0229-23-9831 100
0229-23-9832

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

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

302216-1 989-6157 0229-47-0184 1,000
0229-47-0184

  

（株）ＯＤＫ　
宮城県大崎市古川栄町23-20
代表取締役  大場　光哉

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

ｵｰﾃﾞｨｰｹｰ 施設等の保守管理

（株）大崎防災　大崎事業所 その他

宮城県富谷市富ケ丘二丁目２２番８号
代表取締役  千葉　雅之

  
ｵｵｻｷﾎﾞｳｻｲ 施設等の保守管理

（社福）大崎福祉会　
宮城県大崎市古川下中目字赤山廻５１番地
理事長  浮舟　邦彦

  
ｵｵｻｷﾌｸｼｶｲ 福祉関連

（有）大崎道路　
宮城県大崎市古川馬放字新田１０番地
代表取締役  安西　春男

  
ｵｵｻｷﾄﾞｳﾛ 緑地等の保守管理

（業）大崎東部浄化槽管理センター　 下水道施設

宮城県大崎市田尻北牧目字新田１番１
代表理事  嶋田　穎夫

  
ｵｵｻｷﾄｳﾌﾞｼﾞｮｳｶｿｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 施設等の保守管理

大崎電業（株）　
宮城県大崎市古川駅東二丁目１番８号
代表取締役  齊藤　勲

  
ｵｵｻｷﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

（特非）おおさき地域創造研究会　 その他

宮城県大崎市古川米倉字屋敷４２番地１
代表  大和　弘

  
ｵｵｻｷﾁｲｷｿｳｿﾞｳｹﾝｷｭｳｶｲ 広告・イベント

（職）大崎地域職業訓練協会　
宮城県大崎市古川西館３丁目９番１０号
会長  齊藤　勲

  
ｵｵｻｷﾁｲｷｼｮｸｷﾞｮｳｸﾝﾚﾝｷｮｳｶｲ その他

（株）大崎タイムス社　 印刷

宮城県大崎市古川駅前大通５丁目３番２３号
代表取締役  伊藤　卓二

  
ｵｵｻｷﾀｲﾑｽｼｬ 広告・イベント

（有）大崎造園　
宮城県大崎市古川二ノ構７番３０号
代表取締役  佐藤　浩良

  
ｵｵｻｷｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

大崎森林組合　 調査業務

宮城県大崎市岩出山下野目字長田１２９番地の１ 緑地等の保守管理

代表理事組合長  古内　公雄

  
ｵｵｻｷｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 施設等の保守管理

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
  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 車両

（福）大崎市社会福祉協議会　 福祉関連

宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号
理事長  高橋　栄德

業務代行

  下水道施設

ｵｵｻｷｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 施設等の保守管理

（株）大崎市三本木振興公社　 施設等の保守管理

宮城県大崎市三本木字大豆坂63番地13 広告・イベント

代表取締役  工藤　光男 緑地等の保守管理

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｵｵｻｷｼｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｼﾝｺｳｺｳｼｬ 建物等の清掃

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]

301470-1 987-1304 0229-55-4035 10,000
0229-55-4076

302277-1 989-6144 0229-23-7788 0
0229-23-7789

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

301591-1 987-2216 0228-22-3206 10,000
0228-22-3209

989-6103 0229-22-0808
0229-22-0807

300584-1 989-4102 0229-56-3000 5,000
0229-56-3440

302064-1 989-4103 0229-56-9740 3,000
0229-87-3519

302351-1 989-6433 0229-72-3457 10,000
0229-72-3957

301518-1 989-4308 0229-39-0275 20,000
0229-39-0589

302217-1 989-6143 0229-22-1081 30,000
0229-22-1018

301272-1 989-6803 0229-83-4213 20,000
0229-83-4215

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

300188-1 989-4301 0229-38-1401 1,505
0229-38-1402

300028-1 981-4227 0229-63-6868 20,000
0229-63-7866

989-6161 0229-23-0114
0229-23-0128

301218-1 981-0917 022-272-8686 45,675
022-272-8691

989-6303 0229-52-7026
0229-52-7029

代表取締役  萱場　史郎
宮城県大崎市三本木伊場野字門梨２４
所長  大場　幸二

ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

萱場工業（株）　大崎営業所 下水道施設

宮城県仙台市青葉区葉山町１番２６号 ごみ・し尿処理施設

代表理事  早坂　光則
宮城県大崎市古川駅南三丁目１７番地２－１０３
大崎営業所長  杣木　正和

ｶﾐｾｲｿｳｺｳｼｬ 施設等の保守管理

（業）加美清掃公社　大崎営業所 廃棄物関連

宮城県加美郡加美町字新川原８３番地２ 下水道施設

理事長  呉地　正行

  

ｶﾌﾞｸﾘﾇﾏｯｺｸﾗﾌﾞ 調査業務

（特非）蕪栗ぬまっこくらぶ　
宮城県大崎市田尻蕪栗字沢田２３番地２

代表取締役  鹿野　利徳

  

ｶﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 車両

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  加藤　仁志 業務代行

  

ｶﾄｳｼﾞｭｳｹﾝ 建物等の清掃

（株）加藤重建　 廃棄物関連

宮城県大崎市鳴子温泉字大畑２４番地１ 緑地等の保守管理

代表取締役  加藤　信夫

  

ｶﾄｳｺｳﾑﾃﾝ 業務代行

（株）加藤工務店　
宮城県大崎市古川中里一丁目１１番２８号

代表取締役  加藤　晃

  

ｶﾄｳｹﾝｾﾂ 緑地等の保守管理

（株）加藤建設　
宮城県大崎市田尻沼部字新家前１４０番地

代表取締役  片倉　定悦

  

ｶﾀｸﾗｾﾂﾋﾞ 施設等の保守管理

片倉設備（株）　
宮城県大崎市岩出山字上川原町136-1

代表取締役  阿住 勉

  

ｶｼﾏﾀﾞｲｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

（有）鹿島台造園　
宮城県大崎市鹿島台平渡字巳待田４２２－１

代表取締役  佐藤　新悦

  

ｶｼﾏﾀﾞｲｴｲｾｲｼｬ 建物等の清掃

（有）鹿島台衛生社　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台木間塚字大谷地１８１番地 廃棄物関連

代表取締役  大場　敏
宮城県大崎市古川江合寿町一丁目９番３号
工場長  大場　敏

ｵﾉﾃﾞﾗｲﾝｻﾂｼｮ 広告・イベント

（株）小野寺印刷所　古川工場 印刷

宮城県栗原市築館伊豆一丁目７番３号

代表取締役  高橋　峻

  

ｵﾆｺｳﾍﾞｼﾝｺｳ 調査業務

鬼首振興（株）　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字原３５

所長  大森　隆志

  

ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 施設等の保守管理

大森電気管理事務所　
宮城県大崎市古川小稲葉町９－３６

代表取締役  大友　貞夫

  

ｵｵﾄﾓｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（株）大友建設　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市松山千石字松山３７７番地の１

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]

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

302330-1 987-1303 0229-55-3250 5,000
0229-55-3313

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

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

300367-1 380-8577 026-226-5691 50,000
026-228-8858

989-6255 0229-28-1901
0229-28-2318

302371-1 980-0013 022-748-7151 1,000,000
022-217-8862

989-6105 0229-21-0175
0229-23-0365

301424-1 989-6405 0229-78-2263 300
0229-78-2263

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

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

300710-1 989-4302 0229-38-1207 15,000
0229-38-1208

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

ごみ・し尿処理施設

業務代行

  上水道施設

下水道施設

（株）グローバル環境システム　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川師山字薬師16番地 廃棄物関連

代表取締役  早坂　明男 緑地等の保守管理

  
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑ 建物等の清掃

（株）グリーン東仙　 業務代行

宮城県大崎市田尻大貫字畑中１７番地
代表取締役  佐藤　康志

  
ｸﾞﾘｰﾝﾄｳｾﾝ 車両

（株）グランツ　 車両

宮城県大崎市古川荒谷字新小道４２番地１ 業務代行

代表取締役  江種　雅彦

  
ｸﾞﾗﾝﾂ 廃棄物関連

（株）倉島本店　 その他

宮城県大崎市古川三日町一丁目4番10号 業務代行

代表取締役  倉島　義彦

  
ｸﾗｼﾏﾎﾝﾃﾝ 広告・イベント

（株）クラウドグリッパー　
宮城県大崎市岩出山池月字下宮白山１－１５
代表取締役  中鉢　健二

ｸﾗｳﾄﾞｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 廃棄物関連

業務代行

下水道施設

宮城県大崎市古川福沼一丁目１３番５号 広告・イベント

所長  岩槻　信二 その他

車両

キョウワセキュリオン東北（株）　大崎営業所 施設等の保守管理

宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 警備

代表取締役  小林　光一 調査業務

宮城県大崎市古川休塚字南川原５３番地６
支社長  太田　俊昭

ｷｮｳﾜｾｷｭﾘｵﾝﾄｳﾎｸ 建物等の清掃

（株）協同測量社　東北支社 印刷

長野県長野市大字安茂里６７１番地
代表取締役  中澤　健爾

  
ｷｮｳﾄﾞｳｿｸﾘｮｳｼｬ 電算業務

（株）共振　
宮城県大崎市古川千手寺町１丁目５番３３号
代表取締役  菅野　道明

上水道施設

  下水道施設

ｷｮｳｼﾝ 施設等の保守管理

（株）協栄工務店　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川南町３－４－３９ 調査業務

代表取締役  後上　秋治 業務代行

  
ｷｮｳｴｲｺｳﾑﾃﾝ 建物等の清掃

（有）菊地工業　 調査業務

宮城県大崎市松山金谷字沢前２４ 緑地等の保守管理

代表取締役  菊地　茂

ｷｸﾁｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

ごみ・し尿処理施設

業務代行

  上水道施設

下水道施設

（株）環境開発公社エムシーエム　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川北宮沢字朴木欠丙６番地１ 廃棄物関連

代表取締役  本郷　雅昭 緑地等の保守管理

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂｺｳｼｬｴﾑｼｰｴﾑ 建物等の清掃

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]

301478-1 989-6303 0229-52-2072 0
0229-52-2072

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

300063-1 989-6143 0229-22-0553 10,000
0229-22-0564

301604-1 987-1304 0229-55-3533 50
0229-55-3504

300587-1 989-4103 0229-56-9648 500
0229-56-9658

301167-1 987-1304 0229-55-2145 10,000
0229-55-2471

301276-1 989-6821 0229-83-3055 300
0229-83-4188

300826-1 989-6225 0229-23-7520 5,000
0229-23-7688

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

301578-1 989-4415 0229-39-0270 5,000
0229-39-0269

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

301285-1 989-4412 0229-39-2218 3,000
0229-39-2512

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

301369-1 987-1304 0229-55-3862 10,000
0229-55-3866

  

宮城県大崎市松山千石字松山４２０番地
代表取締役  石川　仁

  
ｻﾄｳﾎｿｳ 緑地等の保守管理

佐藤舗装（株）　 業務代行

宮城県大崎市古川李埣一丁目１３番５７号
代表取締役  佐藤　俊明

  
ｻﾄｳｻﾝｿ 施設等の保守管理

（株）佐藤酸素　 その他

宮城県大崎市田尻大嶺字金田２７
代表取締役  佐藤　満

  
ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

（有）佐藤工業　 緑地等の保守管理

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 車両

佐々木モーター商会　

宮城県大崎市田尻字町１９２番地
代表取締役  佐々木　伸太郎

  
ｻｻｷｼｮﾃﾝ 施設等の保守管理

（有）佐々木書店　

宮城県大崎市古川中島町８番３３号
代表取締役  齋藤　陽一

  
ｻｲﾄｳｼｮｳｶｲ 施設等の保守管理

（株）斎藤商会　 その他

宮城県大崎市古川塚目字金皿２１
代表取締役  紺野　健也

  
ｺﾝﾉﾘｮｸｶｴﾝ 緑地等の保守管理

（有）紺野緑化園　

宮城県大崎市鳴子温泉字車湯３５番地６
代表取締役  金野　延行

  
ｺﾝﾉｺｳｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

（有）金野工業　

宮城県大崎市松山千石字亀田５７番地の１
代表取締役  小松　真

  
ｺﾏﾂｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（有）小松建設　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台平渡字吹上２番地３
代表取締役  駒井　正則

  
ｺﾏｲｳﾝﾕ 車両

（有）駒井運輸　

宮城県大崎市松山千石字亀田３００番地６ 業務代行

代表取締役  桝形　恭一

  
ｺﾉﾕﾋﾞﾄﾏﾚ 建物等の清掃

（有）このゆびとまれ　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市古川中里４丁目１８番１３号
代表取締役  武藤　弘樹

  
ｺｳﾜﾃﾞﾝｷ 施設等の保守管理

興和電気（株）　

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

  
ｹｰｴｽ 緑地等の保守管理

（株）ケーエス　

宮城県大崎市三本木伊場野字観音堂３
代表  桑添　将幸

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）

ｸﾜｿﾞｴｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

桑添造園　

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]

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

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

302127-1 980-0803 022-224-5503 85,000
022-224-5526

989-6223 0229-91-8465
0229-91-8466

302094-1 989-6233 0229-27-2080 3,000
0229-27-2081

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

300193-1 989-6321 0229-52-3131 3,000
0229-52-3132

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

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

301277-1 987-0511 0220-21-1212 10,000
0220-21-1213

989-6105 0229-21-7277
0229-21-7288

300575-1 989-6243 0229-29-2612 5,000
0229-29-2682

301129-1 989-4103 0229-56-2236 8,000
0229-56-2236

301566-1 989-4103 0229-56-9889 10,000
0229-56-5234

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

301867-1 989-6412 0229-72-2010 100,000
0229-72-2073

301466-1 989-6251 0229-87-3075 10,000
0229-87-3076代表取締役  平　和保

  

ｼｭｳﾜ 施設等の保守管理

（株）シュウワ　 ごみ・し尿処理施設

宮城県大崎市古川小野字須賀31番地1

代表取締役  野村　征充

  

ｼﾞｬﾊﾟﾝｻｲｸﾙ 廃棄物関連

ジャパンサイクル（株）　
宮城県大崎市岩出山下野目字寒気原１番地１号

代表取締役  庄子　行宏

  

ｼｬｺｳｵﾌｨｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵｵｻｷ 施設等の保守管理

写光オフィスパートナーズ大崎（株）　
宮城県大崎市古川穂波３丁目７番８号

代表取締役  達久　一郎

  

ｼﾞﾄﾗｲﾝ 建物等の清掃

（株）ジトライン　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台平渡字新屋敷下２２－１

代表取締役  井上　安榮 その他

下水道施設

  

ｼﾀﾞﾄｵﾀﾞｼﾞｮｳｶｿｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 建物等の清掃

（有）志田遠田浄化槽管理センター　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台平渡字狸沢３６番地の５番 廃棄物関連

代表取締役  鈴木　健一

  

ｼｼﾄﾞｼﾞｭｳｷ 建物等の清掃

（株）宍戸重機　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川雨生沢字大谷川５番地 緑地等の保守管理

代表取締役  森　繁己
宮城県大崎市古川福沼一丁目１３番５号
教室責任者  小原　裕子

ｼﾞｪｲｴﾑﾃｨｼｰ 電算業務

（株）JMTC　古川教室 その他

宮城県登米市迫町佐沼字沼向１０番１号 計画策定

代表取締役社長  松浦　正敏
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

ｻﾝﾘﾂ 業務代行

（株）三立　古川店
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目12番23号

代表取締役  鈴木　光明

  

ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾀｸｼｰ 車両

（有）三本木タクシー　
宮城県大崎市三本木字南町１９－１

代表取締役  髙橋　文雄 下水道施設

  

ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｺｳﾑﾃﾝ 調査業務

（有）三本木工務店　 廃棄物関連

宮城県大崎市三本木南谷地字要害３５９番地の２ 業務代行

代表取締役  佐藤　充秀 下水道施設

ごみ・し尿処理施設

  

ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｴｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

（有）三本木衛生興業　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川桜ノ目字飯塚１０－７ 廃棄物関連

代表取締役  高橋　郁 計画策定

宮城県大崎市古川栄町１５番３０号 上水道施設

支店長  関谷　実 下水道施設

ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 電算業務

（株）三協技術　大崎支店 調査業務

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目８番１４号 その他

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 車両

（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

取締役  佐藤　勉

  

ｻﾄｰｶﾞｯｷ 業務代行

（有）サトー楽器　
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目４－２６

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]

302362-1 989-6223 0229-24-7070 20,000
0229-23-8855

301784-1 989-6401 0229-77-2226 10,000
0229-77-2228

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

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

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

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

300340-1 989-6711 0229-84-7211 30,000
0229-84-7212

300870-1 989-4103 0229-56-2394 3,000
0229-56-5627

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

400125-1 989-6306 0229-25-6848 100
0229-25-6847

302344-1 989-6175 0229-23-2631 10,000
0229-23-7676

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

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

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

301318-1 989-6221 0229-23-6674 24,000
0229-23-6687

301205-1 989-6235 0229-23-4002 10,000
0229-23-5416

302309-1 980-0811 022-223-4112 12,500
022-223-4116

989-6143 0229-23-4002
0229-23-5416

宮城県大崎市古川中里６丁目２番３５号
専務取締役古川営業所所長  大澤　和幸

第一観光トラベル（株）　古川営業所
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目５－２２GC青葉通りプラザ６F

代表取締役  小井戸　三紀夫

  
ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｺｳﾄﾗﾍﾞﾙ 業務代行

第一観光産業（株）　
宮城県大崎市古川宮沢字舘ノ内９４番地
代表取締役  大澤　和幸

下水道施設

  
ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 車両

（株）仙北設備工事　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川大宮８－６－１６ 調査業務

代表取締役  髙橋　伸嘉 上水道施設

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

支社長  佐々木　修平
ｾﾝﾎﾟｸｾﾂﾋﾞｺｳｼﾞ 建物等の清掃

セコム（株）　古川支社 福祉関連

東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号
代表取締役社長  尾関　一郎

  
ｾｺﾑ 警備

（有）誠香園　
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 緑地等の保守管理

（株）スワ印刷　 印刷

宮城県大崎市古川諏訪２丁目２番２９号
代表取締役  小野寺　努

  
ｽﾜｲﾝｻﾂ 広告・イベント

（株）スリーデイズ　 広告・イベント

宮城県大崎市三本木新町一丁目１７番３２－１号
代表取締役  伊藤　理恵

  
ｽﾘｰﾃﾞｲｽﾞ 電算業務

（有）スペーストライ　
宮城県大崎市古川字青塚１５９番１号
代表取締役  鹿野　謙一

  
ｽﾍﾟｰｽﾄﾗｲ 電算業務

（有）須田工務店　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台平渡字長根65番地の4 上水道施設

代表取締役  須田　光博 下水道施設

  
ｽﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ 建物等の清掃

菅甚建設（株）　 業務代行

宮城県大崎市鳴子温泉字川渡７５―４
代表取締役  菅原　伸介

宮城県大崎市古川幸町一丁目８番８号
支店長  髙橋　秀人

ｽｶﾞｼﾞﾝｹﾝｾﾂ 緑地等の保守管理

水都工業（株）　東北支店
岐阜県海津市海津町馬目２７１
代表取締役  伊藤　智和

宮城県大崎市古川福沼二丁目６－２０
支店長  菅原　裕幸

ｽｲﾄｺｳｷﾞｮｳ 下水道施設

新日本商事（株）　大崎支店
宮城県遠田郡美里町北浦字天神南３５－１
代表取締役  安部　文秋

  
ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｼｮｳｼﾞ 緑地等の保守管理

（有）新栄建設　 その他

宮城県大崎市岩出山字上真山赤新田日向１７番地 緑地等の保守管理

代表取締役  三浦　榮太郎 業務代行

  
ｼﾝｴｲｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（株）昭和タクシー　
宮城県大崎市古川字上古川屋敷７７－１
代表取締役  結城　大

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）

ｼｮｳﾜﾀｸｼｰ 車両
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300946-1 989-6151 0229-22-5005 10,000
0229-22-8708

302375-1 989-6233 0229-28-5320 3,000,000
0229-28-5320

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

300158-1 989-6165 0229-22-1221 50,000
0229-24-1221

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

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

300600-1 989-4415 0229-39-0108 3,000
0229-39-0108

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

301203-1 989-6254 0229-27-3152 3,000
0229-27-3155

300281-1 989-6254 0229-27-3151 10,000
0229-27-3155

300603-1 989-4302 0229-39-2007 3,000
0229-39-2054

  

宮城県大崎市田尻大貫字舘越下３番地の２ 廃棄物関連

代表取締役  千葉　好幸

ﾁﾊﾞｴｲｾｲ 建物等の清掃

（有）千葉衛生　 施設等の保守管理

ごみ・し尿処理施設

  業務代行

上水道施設

下水道施設

宮城県大崎市古川狐塚字西田７７番地 廃棄物関連

代表取締役  千田　信良 広告・イベント

緑地等の保守管理

  
ﾁﾀﾞｾｲｿｳ 建物等の清掃

（有）千田清掃　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川狐塚字西田７７番地
代表取締役  千田　信良

  
ﾁﾀﾞｶﾝｷｮｳﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 廃棄物関連

（有）千田環境ホールディングス　

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

店長  瀬野　秀樹
ﾀﾞﾝ 広告・イベント

ダン（有）　

宮城県仙台市宮城野区大梶２番２３号
代表取締役  金山　健彦
宮城県大崎市古川字城西６５番１号

  
ﾀﾞｽｷﾝｻｰｳﾞﾄｳﾎｸ 建物等の清掃

（株）ダスキンサーヴ東北　ダスキン古川

宮城県大崎市田尻字町１６番地２ 廃棄物関連

代表取締役  嶋田　滋文

  
ﾀｼﾞﾘｴｲｾｲ 建物等の清掃

田尻衛生（有）　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鳴子温泉字車湯９５－１０
代表取締役  髙橋　國雄

  
ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 施設等の保守管理

（株）髙橋電気工事　

宮城県大崎市鹿島台木間塚字西浦２１番地
代表取締役  髙橋　信明

  
ﾀｶﾊｼｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（有）髙橋建設　

宮城県大崎市古川十日町９番２５号
代表取締役  菊地　紳太郎

所長  大久保　寿人 その他

ﾀﾞｲﾏﾙ 施設等の保守管理

（株）ダイマル　 その他

東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 警備

代表取締役  狩野　伸彌 検査･分析業務

宮城県大崎市古川福沼１丁目７番５号 廃棄物関連

  
ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 建物等の清掃

太平ビルサービス（株）　大崎営業所 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川渕尻字西田６
代表取締役  地紙　正和

  
ﾀﾞｲﾆﾎﾝ 業務代行

（株）ダイニホン　

宮城県大崎市古川桜ノ目字新飯塚１３０－１
代表取締役  福田　博

  
ﾀｲｾｲｼｬ 廃棄物関連

（有）泰成社　

宮城県大崎市古川城西２－６－１
代表取締役  門脇　二郎

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）

ﾀｲｼﾄﾞｳｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

（有）太子堂造園　

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]

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

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

400109-1 989-6162 0229-24-7700 10,000
0229-24-7710

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

301151-1 989-6226 0229-26-2291 5,000
0229-26-2297

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

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

302355-1 989-6227 0229-26-3419 3,000
0229-26-4236

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

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

300558-1 983-0044 022-236-9348 10,000
022-236-9349

989-6135 0229-25-6575
0229-25-6576

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

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

300678-1 989-6404 0229-72-0281 29,700
0229-72-2016

301468-1 980-0803 022-225-5068 40,000
022-208-5080

989-6117 0229-24-8037
0229-24-8079

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

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

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

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

代表取締役  菅井　和宏 検査･分析業務

宮城県大崎市古川栄町２２番２４号 廃棄物関連

所長  大和田　晃央 その他

ﾄﾞｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

同和興業（株）　古川営業所 施設等の保守管理

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 警備

代表取締役  高橋　宏知
宮城県大崎市古川諏訪二丁目２番２５号
所長  今宮　浩生

ﾄﾞｳﾜｹｲﾋﾞ 施設等の保守管理

同和警備（株）　古川営業所 警備

宮城県仙台市青葉区中央三丁目２番１号青葉通プラザ

代表取締役社長  勝又　和成
宮城県大崎市古川旭5丁目3-2ＳＴビル7-102
所長  神長　誠

ﾄｳﾖｳﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ 警備

東洋ワークセキュリティ（株）　大崎営業所
宮城県仙台市青葉区国分町一丁目7番18号白峰広瀬通ビル2階

代表取締役  中鉢　一樹

  

ﾄｳﾎｸﾎﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 廃棄物関連

東北舗道建設（株）　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市岩出山下一栗字田下浦１３ 業務代行

代表取締役  山形　文男
宮城県大崎市古川台町５－１３
所長  山形　文男

ﾄｳﾎｸﾋﾞﾙｶﾝｻﾞｲ 建物等の清掃

東北ビル管財（株）　古川営業所 施設等の保守管理

宮城県仙台市宮城野区東仙台１丁目8-20

代表取締役  阿部　勝広 業務代行

宮城県大崎市古川稲葉１丁目７－１６Ｂ２０２
所長  今野　好克

ﾄｳﾎｸｱｲﾋﾞ 建物等の清掃

（株）東北アイビ　大崎営業所 施設等の保守管理

宮城県仙台市宮城野区宮千代１丁目８番７号 警備

代表取締役  馬田　明
宮城県大崎市古川福浦字道の上１３７－１
所長  渡辺　和憲

ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 電算業務

東邦薬品（株）　宮城営業部古川営業所 施設等の保守管理

東京都世田谷区代沢五丁目２番１号

代表取締役  千葉　富士夫

  

トウダイセイソウセンター 廃棄物関連

（有）東大清掃センター　
宮城県大崎市古川大崎字新興134

代表取締役  吉田　光男
宮城県大崎市古川幸町１丁目６番１２号MRSビル４階
所長  吉澤　光治

ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 施設等の保守管理

東京システム特機（株）　東北営業所
東京都千代田区飯田橋４丁目５番１１号

代表取締役  中鉢　順一

  

ﾁｭｳﾊﾞﾁｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

（有）中鉢造園　
宮城県大崎市古川新田字夜烏３１

代表取締役  中鉢　健二

  

ﾁｭｳｿｳ その他

（有）ちゅうそう　 業務代行

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  千葉 基

  

ﾁﾊﾞﾐﾝﾋﾞﾙ その他

（株）千葉愍ビル　
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目１番１８号

事業主  千葉　辰三

  

チバスポーツコウギョウ 建物等の清掃

千葉スポーツ工業　
宮城県大崎市古川大崎字地蔵殿９３－２

代表取締役  千葉　幸嗣

  

ﾁﾊﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 車両

（株）千葉自動車　
宮城県大崎市田尻字新町浦６０番地

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]

302359-1 989-6136 0229-22-8525 0
0229-22-8525

301355-1 983-0045 022-299-5761 782,930
022-299-5874

989-6228 0229-36-2070
0229-26-3011

302075-1 021-0041 0191-25-4433 3,000
0191-25-4435

989-6225 0229-24-0066
0229-23-7215

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

301357-1 989-6832 0229-87-2239 3,000
0229-87-2112

301007-1 989-6123 0229-23-9454 0
0229-23-9454

301345-1 989-6405 0229-78-2263 3,000
0229-78-2263

300796-1 989-6822 0229-82-2244 3,000
0229-83-3333

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

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

301006-1 984-0051 022-349-4451 10,000
022-349-4452

986-6143 0229-87-5971
0229-87-5972

301504-1 980-0021 022-266-0071 50,000
022-264-3525

989-6162 022-22-1222
0229-22-1409

宮城県大崎市古川駅前大通３丁目３番１９号古川駅前ビル３階

支店長  田中　靖彦

（株）日本旅行東北　古川支店 調査業務

宮城県仙台市青葉区中央４丁目７番２２号学校法人北社学園中央６号館５階 広告・イベント

代表取締役  吉田　圭吾 業務代行

宮城県大崎市古川中里六丁目２－３１原設計ビル
古川営業所長  高橋　光浩

ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾄｳﾎｸ 電算業務

（株）日本パトロール警備保障　古川営業所
宮城県仙台市若林区新寺一丁目７番２１号新寺ＫＳビル

代表取締役  増子　弘

  
ﾆﾎﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙｹｲﾋﾞ ﾎｼｮｳ 警備

（株）西巻　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川休塚字南田６２番地の１ 印刷

代表取締役  西巻　進

  
ﾆｼﾏｷ 電算業務

（株）ナルコモガミモータース　
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

  
ナルコモガミモータース 車両

（有）鳴子中央タクシー　
宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷８７－３
取締役  遠藤　孝虎

  
ﾅﾙｺﾁｭｳｵｳﾀｸｼｰ 車両

（有）鳴子清掃共同体　
宮城県大崎市岩出山池月字下宮白山１－１５
代表取締役  中鉢　健二

  
ﾅﾙｺｾｲｿｳｷｮｳﾄﾞｳﾀｲ 廃棄物関連

成田造園　
宮城県大崎市古川下中目字上小袋２５番地
代表  成田　公徳

  
ﾅﾘﾀｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

（有）中山平タクシー　
宮城県大崎市鳴子温泉字星沼１５番地１２
代表取締役  加藤　素行

宮城県大崎市古川江合寿町一丁目３－１３
代表取締役  中村　文紀

ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲﾗﾀｸｼｰ 車両

（有）中村印刷　古川営業所 写真・映画等作成

宮城県加美郡加美町字一本杉２１５番地 印刷

代表取締役  中村 文紀

  
ﾅｶﾑﾗｲﾝｻﾂ 広告・イベント

（株）ナガオカ　
宮城県大崎市古川前田町１番３０号
代表取締役  長岡　利明

宮城県大崎市古川塚目字石名坂１９１－１
営業所長  須藤　勝也

ﾅｶﾞｵｶ 電算業務

内藤印刷（有）　古川営業所 印刷

岩手県一関市赤荻字桜町１１６－２
取締役社長  千田　さか江

宮城県大崎市古川清水字成田御蔵場９７番１
所長  齊　卓郎

ﾅｲﾄｳｲﾝｻﾂ 広告・イベント

（株）トスネット　古川営業所
宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１０番１号トスネットビル

代表取締役  佐藤　康廣

  
ﾄｽﾈｯﾄ 警備

徳山電気管理事務所　
宮城県大崎市古川穂波二丁目１１番１号
所長  徳山　博

ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝｷｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 施設等の保守管理

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）

緑地等の保守管理
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

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

302360-1 989-6135 0229-23-8900 0
0229-23-8906

301839-1 989-6105 090-8610-8870 0
0229-22-7880

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

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

302175-1 989-6314 0229-52-6563 1,575
0229-52-6563

302095-1 989-6233 0229-27-2082 3,000
0229-27-2081

300030-1 989-6322 0229-52-2324 36,000
0229-52-2325

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

301169-1 982-0037 022-226-8477 45,000
022-226-8255

989-6163 0229-22-7958
022-226-8255

301716-1 989-4105 0229-56-4619 50,000
0229-56-5500

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

302288-1 989-6132 0229-23-4367 27,000
0229-24-3576

  

宮城県大崎市古川米袋字堤内９番地１
代表取締役  山村　徳洋

  
ﾌｼﾞﾄﾞﾎﾞｸ 建物等の清掃

（株）富士土木　

宮城県大崎市古川南新町７番４６号
代表取締役  門脇　基

  
ﾌｼﾞﾃﾞﾝｺｳ 施設等の保守管理

（株）富士電工　

宮城県大崎市鹿島台深谷字鴻ノ巣１３
代表取締役  鹿野　一也

営業所長  渡邊　貞明 業務代行

ﾌｸｼﾞｭｴﾝﾘｮｯｶｹﾝｾﾂ 緑地等の保守管理

（株）福寿園緑化建設　

宮城県仙台市太白区富沢西四丁目9番地の9 警備

代表取締役  納庄　国英 その他

宮城県大崎市古川西荒井字上田331番地 車両

  
ﾋﾞﾙﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 建物等の清掃

（株）ビルワーク・ジャパン　大崎営業所 施設等の保守管理

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

  
ﾋﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ 廃棄物関連

（株）平山商店　 その他

宮城県大崎市三本木南谷地字長寿院浦１番地の６
代表取締役  滝川　盛市

ﾋﾏﾜﾘｺｳﾂｳ 車両

ひまわり交通（株）　

  下水道施設

ごみ・し尿処理施設

宮城県大崎市古川桜ノ目字飯塚１０－７ その他

代表取締役  佐藤　充秀 緑地等の保守管理

上水道施設

  
ﾋﾏﾜﾘｺｳｼｬ 建物等の清掃

（有）ひまわり公社　 廃棄物関連

宮城県大崎市三本木斉田字小原２６番地１
組合長  小沢　茂勝

  
ﾋﾏﾜﾘｶﾝｺｳｶｷｻｲﾊﾞｲｸﾐｱｲ その他

ひまわり観光花卉栽培組合　

宮城県大崎市鹿島台広長字猪ケ鼻１２-１８ 緑地等の保守管理

代表取締役  菅原　照義 業務代行

  
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 建物等の清掃

（株）東日本　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川大宮七丁目５番５号 広告・イベント

代表  福地　孝 写真・映画等作成

緑地等の保守管理

  
ビーム 施設等の保守管理

ビーム　 調査業務

宮城県大崎市古川福沼三丁目９番８６号
理事長  千島　優子

  
ﾊｯﾋﾟｨｰﾄｵｵｻｷ 福祉関連

（特非）ハッピィート大崎　

宮城県大崎市古川稲葉１丁目１番２９号
代表  小林　弦

  
ﾊｯｸｲﾝｻﾂ 印刷

ハック印刷　

宮城県大崎市田尻北牧目字鴻巣浦１０－１
代表  畑山　慶一

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）

ﾊﾀﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮｳ 車両

畑山自動車整備工場　

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]

300181-1 989-4308 0229-39-1234 85,000
0229-39-1209

300503-1 989-6135 0229-87-3533 0
0229-87-3533

300498-1 989-6228 0229-26-5033 3,000
0229-26-5034

300628-1 989-6233 0229-28-4053 97,867
0229-28-4306

302269-1 989-6143 0229-23-8833 17,000
0229-23-8835

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

301686-1 989-6162 0229-23-8484 40,000
0229-23-6751

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

300836-1 989-4301 0229-39-7889 2,000
0229-39-7889

301061-1 989-6403 0229-72-1671 3,000
0229-72-2629

300819-1 989-6711 0229-83-4647 3,000
0229-83-4647

300547-1 989-6135 0229-24-2866 20,000
0229-24-2868代表取締役  金野　清久

  

ﾎｸﾘｮｳｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（株）北陵建設　 施設等の保守管理

宮城県大崎市古川稲葉字大江向１８７番地の１

代表取締役  阿部　徳義 下水道施設

  

ﾎｳﾜｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 建物等の清掃

（有）鳳和環境管理センター　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鳴子温泉字入沢１３４の７３ 廃棄物関連

代表取締役  結城　秀章

  

ﾎｳﾃﾞﾝ その他

（株）宝殿　 車両

宮城県大崎市岩出山上野目字東豊田４０

代表  豊嶋　勝美

  

ﾎｳｼﾞｭｴﾝ 緑地等の保守管理

豊樹園　
宮城県大崎市田尻蕪栗字伸萠東６番地

代表取締役社長  古野　重幸
宮城県大崎市古川旭１丁目１４番２５号
所長  菅原　春夫

ﾌﾙﾃｯｸ 施設等の保守管理

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  氏家　英喜

  

ﾌﾙｶﾜﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ 施設等の保守管理

（株）古川ポンプ製作所　
宮城県大崎市古川中里一丁目１０番２９号

代表取締役  早坂　竜太

  

ﾌﾙｶﾜﾄﾁ 緑地等の保守管理

（株）古川土地　
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目６番１６号

代表取締役  木村　俊吉

  

ﾌﾙｶﾜﾃﾞﾝｼｻｰﾋﾞｽ 施設等の保守管理

（株）古川電子サービス　
宮城県大崎市古川小泉字泉４２番地

代表取締役  佐藤　重

  

ﾌﾙｶﾜｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 電算業務

（株）古川測量設計事務所　 調査業務

宮城県大崎市古川中里三丁目１１番４１号

理事長  村上　順昭

  

ﾌﾙｶﾜｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 廃棄物関連

（一財）古川三本木クリーンセンター　
宮城県大崎市古川桜ノ目字新飯塚１１１番地の１

下水道施設

ごみ・し尿処理施設

代表取締役  佐々木　孝一 緑地等の保守管理

業務代行

  上水道施設

ﾌﾙｶﾜｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ 建物等の清掃

（有）古川環境センター　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川清水字柳ノ内２４番地３ その他

代表  鉄本　由美

  

ﾌﾟﾗｽ・ｱｲﾃﾞｨｱ 電算業務

プラス・アイディア　 広告・イベント

宮城県大崎市古川稲葉字鴻ノ巣１８３－１ソフィア１７８　１１１号

代表取締役  藤山　修一

  

ﾌｼﾞﾔﾏｺｳﾑﾃﾝ 建物等の清掃

（株）藤山工務店　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市田尻沼部字新富岡５７番地の１ 業務代行

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]

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

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

302040-1 989-4105 0229-56-3575 3,000
0229-56-4632

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

301896-1 989-6322 0229-52-2059 30,000
0229-52-2858

301820-1 987-1304 0229-55-4520 10,000
0229-55-4570

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

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

300585-1 989-4102 0229-56-3402 3,000
0229-87-3510

302348-1 989-6801 0229-83-2680 10,000
0229-83-3225

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

301027-1 988-4104 0229-56-4643 10,000
0229-56-3092

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

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

  

（有）三峰機工　 上水道施設

宮城県大崎市三本木字南町75番地
代表取締役  早坂　吉彦

宮城県大崎市古川沢田字立海道６８
支店長  松浦　弘二

ﾐﾂﾐﾈｷｺｳ 業務代行

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  カール・デッペン

  
ﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳﾄﾗｯｸﾊﾞｽ 車両

（有）三鈴オートサービス　
宮城県大崎市三本木桑折字上屋敷５
代表取締役  鈴木　富彦

  
ﾐｽｽﾞｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 車両

（有）三浦造園　 業務代行

宮城県大崎市鹿島台広長字渕花４
代表取締役  三浦　忠

  
ﾐｳﾗｿﾞｳｴﾝ 緑地等の保守管理

（株）丸昭自動車整備工場　
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 車両

（株）丸幸工務店　
宮城県大崎市鳴子温泉字末澤６３番地
代表取締役  遊佐　義幸

  
ﾏﾙｺｳｺｳﾑﾃﾝ 業務代行

（株）丸協土木　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台木間塚字福芦１６１番地１８ 業務代行

代表取締役  髙島　文德

業務代行

  
ﾏﾙｷｮｳﾄﾞﾎﾞｸ 建物等の清掃

丸岩運輸建設（株）　 調査業務

宮城県大崎市岩出山字二ノ構５番地の１ 廃棄物関連

代表取締役  佐藤　晴彦 緑地等の保守管理

  
ﾏﾙｲﾜｳﾝﾕｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

（有）まやま　
宮城県大崎市岩出山字浦小路８番地の３
代表取締役  真山　隆宏

  
ﾏﾔﾏ その他

（株）松山産業　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市松山千石字南亀田２０５番地の１
代表取締役  只埜　康治

  
ﾏﾂﾔﾏｻﾝｷﾞｮｳ 調査業務

（株）松木工業　 廃棄物関連

宮城県大崎市三本木南谷地字要害２８８－１ 緑地等の保守管理

代表取締役  松木　嘉津 業務代行

  
ﾏﾂｷｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

（有）ホンダバイパス鈴木　
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

  
ﾎﾝﾀﾞﾊﾞｲﾊﾟｽｽｽﾞｷ 車両

（有）本田建設　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台深谷字藤房前２２７－１ 業務代行

代表取締役  本田　哲郎

宮城県大崎市古川駅前大通３－４－２３－１０２
所長  田口　治義

ﾎﾝﾀﾞｹﾝｾﾂ 廃棄物関連

ホシザキ東北（株）　古川営業所
宮城県仙台市青葉区昭和町２－３８
代表取締役  今野　浩治

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）

ﾎｼｻﾞｷﾄｳﾎｸ 施設等の保守管理
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【５０音順】 【市内】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301383-1 989-6127 0229-23-0041 1,000
0229-23-0045

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

302340-1 989-6135 0229-22-0312 3,000
0229-22-0341

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

302055-1 981-3201 022-771-5314 100,000
022-218-2850

989-6115 0229-22-1781
0229-24-2556

300824-1 989-6104 0229-29-9725 0
0229-29-9773

300315-1 989-6123 0229-23-8880 30,000
0229-23-7674

301752-1 989-6214 0229-26-5453 2,100
0229-26-5452

301295-1 989-4106 0229-56-4146 0
0229-56-4146

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

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

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

302172-1 9896306 0229-53-1888 6,000
0229-53-1887

  

宮城県大崎市三本木新町一丁目１－２９
代表取締役  加藤　勇貴

  
ﾕｳｷｶﾝｺｳﾊﾞｽ 車両

（有）遊季観光バス　

宮城県大崎市田尻沼部字加良屋敷１１４
代表  結城　一男

支店長  木暮　篤
ﾕｰｷｵｰﾄ 車両

ユーキオート　

群馬県前橋市古市町１１８ 上水道施設

代表取締役　社長執行役員  町田　豊 下水道施設

宮城県大崎市古川駅東１－５－１１

  
ﾔﾏﾄ 建物等の清掃

（株）ヤマト　東北支店 施設等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台大迫字石竹２２番地３
  山岸　仁一

  
ﾔﾏｷﾞｼﾃﾞﾝｷｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 施設等の保守管理

山岸電気管理事務所　

宮城県大崎市古川新堀字北田１２番地１ 緑地等の保守管理

代表社員  柳田　喜広 業務代行

  
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｼｮｳｶｲ 廃棄物関連

合同会社柳田商会　 その他

宮城県大崎市古川下中目字小袋１５５番地
代表取締役  森　正則

  
ﾓﾘｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｮ 建物等の清掃

（株）森建設工業所　 緑地等の保守管理

宮城県大崎市古川江合錦町一丁目４番１０号 計画策定

理事長  石ケ森　信幸

北部地区支配人  伊藤 真仁
ﾐﾗｲｻﾝｷﾞｮｳｿｳｿﾞｳｵｵｻｷ 調査業務

（特非）未来産業創造おおさき　 その他

宮城県仙台市泉区泉ヶ丘三丁目１３番２０号
代表取締役  柴崎 武彦
宮城県大崎市古川駅東一丁目７番１号

所長  野徳　哉
ﾐﾔｺｰﾊﾞｽ 車両

（株）ミヤコーバス　古川営業所 業務代行

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目３８番地の１２
代表取締役  本田　郁夫
宮城県大崎市古川駅東１丁目５－３５

店長  佐藤　伸也
ﾐﾔｷﾞﾉｰﾐ 施設等の保守管理

宮城ノーミ（株）　古川営業所

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目３番７号
代表取締役  後藤　誠
宮城県大崎市古川北稲葉２－２－１

  
ﾐﾔｷﾞﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 車両

宮城トヨタ自動車（株）　MTG古川

宮城県大崎市古川稲葉二丁目６番２８号
代表取締役  千葉　盛雄

支所長  渋谷　公寿
ﾐﾔｷﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 車両

（有）宮城自動車　

宮城県仙台市泉区八乙女四丁目２番地の３５
代表取締役  大越　健治
宮城県大崎市古川稲葉字鴻の巣１３２

  業務代行

ﾐﾔｷﾞｹﾝｶﾞｯｺｳﾖｳﾋﾝｷｮｳｶｲ その他

（株）宮城県学校用品協会　古川支所 業務代行

宮城県大崎市古川七日町３番１０号醸室内　蔵１０ 広告・イベント

代表理事  真山　隆宏 計画策定

車両

  
ﾐﾔｷﾞｵｵｻｷｶﾝｺｳｺｳｼｬ 電算業務

（一社）みやぎ大崎観光公社　 調査業務

宮城県大崎市古川宮内字筏畑６７番地
代表取締役  大友　清貴

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）

ﾐﾔｳﾁｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 車両

（株）宮内オートサービス　

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]

300272-1 989-6117 0229-24-2007 12,000
0229-23-9108

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

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

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

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

301711-1 989-4105 0229-57-2171 10,000
0229-56-5500

301076-1 989-6152 0229-22-0696 3,000
050-3488-9600

300070-1 989-5502 0228-32-5355 12,000
0228-32-2447

989-6101 0229-25-9531
0229-25-9532

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

301975-1 989-6221 0229-23-3040 3,000
0229-23-3069

301773-1 989-6241 0229-29-2021 10,000
0229-29-2022代表取締役  渡邊　和也

  

ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｻﾞｲ 建物等の清掃

（株）渡邊建材　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川清水沢字向原１番地５ 業務代行

代表取締役  我妻　勝 業務代行

  

ﾜｶﾞﾂﾏｻﾝｷﾞｮｳ 建物等の清掃

（有）我妻産業　 廃棄物関連

宮城県大崎市古川大宮二丁目３番２８号 緑地等の保守管理

下水道施設

代表取締役  我妻　孝 緑地等の保守管理

業務代行

  上水道施設

ﾜｶﾞﾂﾏｹﾝｾﾂ 建物等の清掃

我妻建設（株）　 調査業務

宮城県大崎市古川小野字馬場２５－１ 廃棄物関連

業務代行

上水道施設

下水道施設

代表取締役  千葉　節朗 検査･分析業務

宮城県大崎市古川福浦３丁目９－３３ 廃棄物関連

所長  鹿嶋　孝治 緑地等の保守管理

ﾜｶｾｲﾃｸﾉ 建物等の清掃

若清テクノ（株）　大崎営業所 施設等の保守管理

宮城県栗原市若柳字川南子々松166番地 警備

代表社員  澤田　朋子

  

ﾙﾋﾟﾐﾅｽ 広告・イベント

合同会社ルピミナス　 写真・映画等作成

宮城県大崎市古川二ノ構4番21号ｺｰﾎﾟﾗｽ敬秀102号 印刷

代表取締役  鹿野　一也

  

ﾘﾗｲﾌ 建物等の清掃

（株）リ・ライフ　 施設等の保守管理

宮城県大崎市鹿島台深谷字鴻ノ巣１３

緑地等の保守管理

ごみ・し尿処理施設

代表取締役  宇和野　文昭 検査･分析業務

廃棄物関連

  その他

ﾘﾌﾚｯｼｭｶﾑﾛ 建物等の清掃

（株）リフレッシュかむろ　 施設等の保守管理

宮城県大崎市岩出山字大学町４６番地１ 警備

代表取締役  佐々木　学 印刷

  

ﾗﾀﾞｯｸ 電算業務

（株）ラダック　 広告・イベント

宮城県大崎市古川江合寿町二丁目４番３３－２号 写真・映画等作成

代表取締役  吉村　孝雄
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

ﾖｼﾑﾗｼｮｳｼﾞ 廃棄物関連

（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  横山　惠一

  

ﾕﾆﾃｯｸﾋﾞｼﾞｮﾝ 写真・映画等作成

ユニテックビジョン（株）　
宮城県大崎市古川旭二丁目２番３２号

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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