
食料・飲料品【17社】
丸大堀内㈱ 738－4311 問屋町2－15－22 酒類・食料品
㈱小野俊次商店 738－4495 問屋町2－13－22 砂糖・小麦粉
㈱丸モ最上商店 738－5891 問屋町2－14－22 海産・乾物
㈱丸大冷蔵 738－4171 問屋町2－16－8 冷凍食品
昭産商事㈱ 738－4551 問屋町2－15－9 雑穀・飼料
みちのくコカ・コーラボトリング㈱ 752－1688 第二問屋町3－4－12 清涼飲料水
太子食品工業㈱ 739－5121 第二問屋町3－2－31 豆腐・納豆
㈱瀬川勝雄商店 738－4421 問屋町2－20－4 海産・乾物
㈱元木商店 739－9061 第二問屋町3－2－12 菓子原材料
㈱小田川 739－5465 第二問屋町3－8－36 業務用食材
㈱いしおか 739－8129 第二問屋町3－5－25 業務用食肉
㈱伊藤園 739－5711 第二問屋町3－6－35 日本茶・清涼飲料水
コンフェックス㈱ 729－0672 第二問屋町3－7－10 菓子
ミリオン㈱ 763－0880 問屋町1－9－6 健康食品
青果流通機構㈱ 763－5115 問屋町2－12－25 青果
㈱合食 738－4341 問屋町2－18－11 珍味・食品
伊藤ハムミート販売東㈱ 718－7813 問屋町2－3－153 業務用食肉

医薬・化粧品【4社】
㈱メディセオ 738－1521 問屋町1－8－8 医薬品
小田島商事㈱ 738－1224 問屋町2－13－18 農薬・動物薬
東北アルフレッサ㈱ 738－0873 問屋町2－11－14 医薬品
㈱リーベルビータ 763－5367 第二問屋町4－1－7 化粧品

繊維・衣服身の回り【4社】
和田ゴム販売㈱ 738－4395 問屋町1－7－23 ゴム履物
㈲山多多田商店 738－4237 問屋町1－9－23 総合繊維製品
㈱神山 738－4581 問屋町1－6－6 総合繊維製品
正善商事㈱ 738－2503 問屋町1－6－22 作業服・防寒衣料

機械・器具【23社】
江渡商事㈱ 738－4135 問屋町1－11－15 医療・通信機器
㈱長府製作所 738－4141 問屋町2－18－18 住設燃焼機器
エンパイヤ自動車㈱ 738－4036 問屋町1－11－13 自動車部品
㈱山形部品 738－4001 問屋町1－11－9 自動車部品
コセキ㈱ 738－4506 問屋町2－20－5 医科機器
㈱ヰセキ東北 738－1331 問屋町2－11－23 農機具
太陽産業㈱ 739－6555 第二問屋町3－6－14 冷凍空調材・厨房機器
㈱東晴 739－7758 第二問屋町3－2－6 無線通信機器
㈱西衡器製作所 739－9555 第二問屋町4－2－30 計量・計測機器
㈱電技パーツ 739－5656 第二問屋町3－6－44 電子部品・無線通信機器
㈱ガスデン 739－7422 第二問屋町4－2－26 農機具
㈱川本製作所 739－7873 第二問屋町3－6－20 ポンプ
㈱フジモーターズ 739－0151 第二問屋町4－3－9 自動車部品
㈱ニッセン 739－1022 第二問屋町3－5－19 工業用ミシン・プレス
㈱イチネンアクセス 739－1351 第二問屋町3－2－38 自動車部品
宮城鋼具㈱ 728－0411 問屋町1－11－25 電動工具・金物
○本田中商店 764－4130 問屋町2－11－17 燃料器具販売
㈱北斗医理科 764－4121 問屋町2－13－8 医療機器・医薬品
日立グローバルライフソリューションズ㈱ 752－6373 第二問屋町4－2－14 家庭用電気機械器具
北燃商事㈱ 752－8700 第二問屋町4－2－10 家庭用電気機械器具
三菱電機システムサービス㈱ 729－8135 第二問屋町3－7－21 電気設備

㈱寺岡システム 764－3316 問屋町1－11－11 計量機器
ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ 738－6600 問屋町1－7－11 自動車部分品

建築材料・鉱物【29社】
㈱角弘 739－6366 第二問屋町3－10－10 建築資材
㈱吉田産業 728－2111 問屋町2－19－14 建築資材
㈱KGアンサンブル 738－4181 問屋町1－5－11 硝子資材
㈱ENEOSフロンティア 762－5050 第二問屋町3－8－17 石油製品販売
㈱金辰商事 729－3111 第二問屋町3－3－13 住宅設備機器
AGC硝子建材㈱ 738－4425 問屋町2－18－9 硝子・サッシ建材
八弘産業㈱ 723－2259 問屋町1－11－27 建築資材
㈱丸増ベニヤ商会 738－4567 問屋町2－18－23 建築資材
㈱ムラバヤシ 738－4165 問屋町1－8－27 管工事機材
ミツワ電機㈱ 738－1301 問屋町1－13－5 電設資材
㈱吉田管材 0178－44－1035 問屋町2－19－14 建築資材
鴨沢塗料㈱ 738－1771 問屋町1－12－4 塗料各種
ジャパン建材㈱ 738－7766 問屋町2－11－9 建築資材
三協立山㈱ 738－1777 問屋町2－20－8 アルミ建材
イシグロ㈱ 050－1704－7050 第二問屋町3－7－33 バルブ
㈱青森カイハツセメント 739－2436 第二問屋町3－6－12 建築資材・セメント
㈱セキノ興産 739－5721 第二問屋町3－2－18 建築資材
東芝電材マーケティング㈱ 738－0331 問屋町1－7－30 電気機材
長内サッシ工業㈱ 728－1311 問屋町2－12－35 アルミ建材
藤村機器㈱ 739－4551 第二問屋町3－8－10 管工事機材
橋本総業㈱ 728－5970 問屋町1－8－24 管工事機材
㈱オー・ケー・アイ 764－1105 問屋町2－20－7 断熱材
境建材㈱ 764－5581 問屋町1－14－1 建築資材
丸井産業㈱ 753－0101 問屋町2－11－6 建築資材
㈱技研 757－9980 第二問屋町3－3－15 土木建材資材
㈱ブンメー 738－6111 問屋町2－10－18 建築資材
ENEOSグローブエナジー㈱ 738－2240 問屋町2－1－11 石油製品販売
北日本石油㈱ 763－5789 問屋町1－6－20 石油製品販売
東和電材㈱ 771－9001 第二問屋町4－1－20 電気機材

文具・事務機器【6社】
リコージャパン㈱ 050－3817－0971 第二問屋町3－5－37 文具・事務器具
青森精機㈱ 738－2106 問屋町2－12－23 文具・事務器具
㈱ヒグチ 738－3661 問屋町1－15－22 文具・事務器具
㈱金入 739－9001 第二問屋町3－3－34 文具・事務器具
㈱大平教材社 762－3111 第二問屋町3－5－33 教育機器・保育用具
㈱キングコーポレーション 764－1140 問屋町1－14－4 事務用紙製品製造・販売

日用雑貨・生活関連【11社】
㈱金竹成家 738－4701 問屋町1－7－28 包装資材・食堂資材
東栄㈱ 762－3316 第二問屋町3－3－42 家庭雑貨
東北化学薬品㈱ 738－4451 問屋町1－8－12 化学工業薬品・試薬
金八神漁網㈱ 738－4411 問屋町1－15－26 漁網資材
㈱渡辺採種場 738－1571 問屋町2－11－12 農産種苗
桜紙業包装用品㈱ 738－8441 問屋町1－12－7 包装用品資材
㈱プリモ 739－9355 第二問屋町3－3－8 食器・厨房機材
オリエント商会㈱ 739－0163 第二問屋町3－6－8 家庭用電気製品
イーダ㈱ 738－7172 問屋町1－11－8 包装用品資材
㈱伸和産業 764－2755 問屋町2－12－14 製紙原料

㈱小山商会 728－5680 問屋町1－14－5 寝具類賃貸業

運輸業【9社】
㈱新開トランスポートシステムズ 728－7080 問屋町2－13－6 梱包・運送業
東日運送㈱ 764－3866 問屋町2－13－20 運送業
三協運輸㈱ 739－1611 問屋町2－18－21 運送業
㈱サカイ引越センター 764－2090 問屋町1－7－7 運送業
サンライズ産業㈱ 718－5632 第二問屋町3－3－42 運送業
豊里運輸㈱ 738－2523 問屋町2－13－6 運送業
㈱ライフサポート・エガワ東北 763－5007 問屋町1－6－11 運送業
㈱日立物流東日本 763－0108 問屋町2－12－30 運送業
青森問屋町配送㈱ 739－8191 第二問屋町4－5－68 運送業

サービス業【7社】
アール・エー・ビー開発㈱ 739－1666 第二問屋町3－2－35 環境・建設コンサルタント
青森綜合警備保障㈱ 739－9791 第二問屋町3－1－63 警備業
㈱青森新生活互助会 739－9771 第二問屋町3－7－10 冠婚葬祭業
㈲ファイナンシャル・サポート 739－6538 第二問屋町3－3－31 経営コンサルタント業
㈱秋谷〔らーめんはちもり〕 752－9215 問屋町2－10－3 一般飲食店
K・フロスピ㈱ 728－6123 問屋町2－18－6 スポーツ施設提供業
グッドフーズ㈲ 752－1390 第二問屋町4－2－7 一般飲食店

卸業以外【26社】
大青工業㈱ 738－2131 問屋町1－9－30 冷熱機器製造業
㈱マツダアンフィニ青森〔問屋町カーサービス〕 738－4505 問屋町1－7－10 自動車
エイ・スィーサービス㈱ 738－7788 問屋町1－12－2 建設業
青森三菱自動車販売㈱ 739－4361 第二問屋町3－2－8 自動車
コクサイ通信特機㈱ 738－0817 問屋町1－9－9 通信設備工事業
㈱ほくとう 739－5771 第二問屋町3－11－16 建設機械・レンタル業
㈱レンタルのニッケン 739－1002 第二問屋町3－5－9 建設機械・レンタル業
㈱きものセンター 729－2222 第二問屋町4－1－3 婚礼貸衣裳業
㈱アディスミューズ 728－6736 問屋町1－9－13 ディスプレー用什器類貸出業
㈱青森共同計算センター 771－1111 第二問屋町3－10－26 情報処理サービス業
㈱シグマソリューションズ 738－8935 問屋町2－12－33 情報処理サービス業
生活協同組合コープあおもり 764－3230 問屋町1－13－17 小売業
前田商事㈱ 718－8333 第二問屋町4－3－5 米麦卸業・貸事務所業
積和建設東北㈱ 764－3622 問屋町1－13－10 建設業
㈲ベストスマイル青森 738－8111 問屋町2－14－6 医療業
㈱エーアイサイン 729－8787 第二問屋町4－2－12 広告業
㈱マエダ 718－8333 第二問屋町4－3－5 小売業
㈲桂工業 752－8730 第二問屋町3－6－16 建設業
㈱マキュレ 752－0478 第二問屋町4－1－7 情報処理サービス業
㈱北東北読売 IS 718－5160 問屋町1－5－12 広告業
㈱リビエラ 729－1781 第二問屋町3－2－23 管工事業
㈱アピイ 757－8681 問屋町1－7－21 老人福祉事業
㈱リンクステーション〔㈱一番・リンクタクシー〕 718－7355 問屋町1－5－4 一般乗用車旅客自動車運送事業
㈱セブン・フィナンシャルサービス 728－7717 問屋町1－9－22 コンビニエンスストア
　〔セブンイレブン青森問屋町1丁目店〕
㈱ヤブシタエンジニアリング 763－5345 第二問屋町3－3－18 管工事業
㈱ヤブシタ製作所 011－391－8488 第二問屋町3－3－21 金属製品製造業
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共同施設
問屋町交流ストア 728－9101
問屋町セルフガソリンスタンド 762－1676

青森問屋町簡易郵便局 738－4711
共同物流センター 739－8191

関連施設
青森市はまなす会館 738－4821
青森産業会館 739－1811
㈱青森銀行問屋町支店 738－4441
㈱みちのく銀行問屋町支店 739－1100

㈱東奥日報社 739－1111
㈱ソフトアカデミーあおもり 762－1411
北日本流通ヴァン㈱ 738－4700

協同組合

青森総合卸センター
〠030 - 0131　青森市問屋町2丁目17番3号
TEL（017）738－4711　FAX（017）738－7323
〈URL〉https://www.tonyamachi.com 〈E-mail〉info＠tonyamachi.com


