
事業所名

㈱ユアテック秋田支社
秋田三菱自動車販売㈱
五大産業㈱
株式会社秋田放送
株式会社秋田魁新報社
秋田生コンクリート㈱
秋田県警察本部
秋田県警察本部交通部運転免許センター
秋田トヨペット株式会社
㈱山二
東北電力ネットワーク株式会社秋田電力センター
㈱たけや製パン
東北森林管理局
秋田市上下水道局
秋田県秋田地域振興局建設部
秋田自動車学校
秋田市役所
秋田トヨタ自動車㈱
三傳商事㈱
（株）INPEX国内Ｅ＆Ｐ事業本部東日本鉱業所　秋田鉱場
秋田中央警察署
東北電力株式会社秋田支店
豊興産㈱
(株)東北マツダ秋田本店
日産プリンス秋田販売㈱
㈱秋田銀行
羽後日産モーター㈱
秋田日産自動車㈱
㈱加賀谷書店
株式会社北都銀行
秋田県出納局財産活用課
東日本旅客鉄道㈱秋田支社秋田保線設備技術センター保線管理センター
㈱秋田スズキ
株式会社サノ
山二施設工業(株)
株式会社大塚商店
片倉コープアグリ㈱東北支店　秋田事業所
㈱みずほ銀行秋田支店
日本電機興業(株)
㈱東北船用品秋田支店
秋田県警察本部交通部交通機動隊
秋田刑務所
秋田ヤクルト販売株式会社
小松物産㈱秋田支店
秋田鋪道㈱
藤髙自動車興業㈱
株式会社相場商店秋田営業所
塩野義製薬㈱秋田営業所
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田地区本部秋田営業所
東北電力ネットワーク（株）秋田電力センター（変電課・送電課）
秋田協同印刷㈱
大谷産業㈱
㈱奈良工務店建協生コン部
協業組合三交モータース商会
㈱あらた秋田支店
秋田科学物産㈱
㈲秋田衛生社



オビサン㈱秋田支店
秋田テレビ㈱
西東北日野自動車㈱秋田支店
リコージャパン㈱マーケティング本部秋田支社
ジャパン建材㈱秋田営業所
㈱加賀屋組
日本板硝子東北㈱秋田営業部
㈱辻源
丸島商事㈱
第一建設工業㈱秋田支店
秋田東北商事㈱
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田支店
秋田市消防本部秋田消防署
㈱かおる堂
株式会社ダイヤプラザ
東京海上日動火災保険株式会社秋田支店
農林中央金庫秋田支店
開發㈱
杏林製薬㈱秋田営業所
秋田県農業共済組合
秋田南税務署
㈱東北ビルカンリ・システムズ
日本たばこ産業㈱秋田支社
㈱桑原
秋田合同生コン㈱
あいおいニッセイ同和損害保険㈱秋田支店
秋田県秋田地域振興局農林部
㈲安和建設
Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱医薬東北支店秋田営業所
羽後電設工業㈱
日本キャタピラー合同会社　秋田営業所
猿田興業(株)
秋田いなふく米菓(株)
秋田県赤十字血液センター
㈱北日本オフイスエンジニアリング
東武トップツアーズ(株)秋田支店
カメイ㈱秋田支店
橘工業㈱秋田支社
㈱JTB秋田支店
ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
秋田なまはげ農業協同組合
㈱ミツウマ
ヤマヨ㈱
花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱秋田支店
㈱高井南茄園
ミツワ電機㈱北東北営業部秋田営業所
㈱ヤマキチ商店
秋田協同書籍㈱
㈱アヅマテクノス秋田支店
㈱不二サッシ東北秋田営業所
太平商事㈱
秋田県産㈱
臨海砕石㈱
ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱秋田営業部秋田営業所
株式会社　能登谷工務所
小川測量設計㈱
有限会社金圓
千代田興業㈱
ジューテック秋田株式会社



ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ北海道･東北株式会社秋田支店
秋田車輌整備㈱
北日本通商㈱
株式会社中央測機
第一建設工業(株)秋田工事所
秋田電話工業㈱
野村證券株式会社秋田支店
協和石油株式会社
秋田協同清掃㈱
秋田パネル㈱
本荘電気工業㈱
㈱北日本ウエスターン商事秋田支店
サンリード東北㈱秋田支店
㈱日新電機商会
株式会社ホンダ四輪販売北・東北山王店
学校法人横山学園　新屋幼稚園
株式会社伊藤組
㈱英明工務店
㈱秋田鈴木電工
株式会社ｱｷﾀﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
学校法人聖園学園　幼保連携型認定こども園　聖園学園短期大学付属聖園幼稚園
大和施工建設㈱
珍田工業㈱
学校法人秋田キリスト教学園秋田幼稚園
わかば幼稚園
㈱中央科学
㈱佐々木組
東部瓦斯㈱秋田支社
認定こども園　秋田太陽幼稚園・ベビー園
菱明三菱電機機器販売㈱
ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)北東北営業部秋田事務所
㈱全農ビジネスサポート秋田支店
セコム㈱秋田統轄支社
㈱マルダイ
秋田県警察本部警備部機動隊
㈱秋田県分析化学センター
㈲酒井商会
斉勇(株)
ＳＭＢＣ日興証券㈱秋田支店
㈱よつやドライクリーニング商会
㈱吉田産業秋田支店
共栄火災海上保険㈱北東北支店
黒井産業株式会社秋田南自動車学校
フクダ電子北東北販売㈱
日本新薬㈱東北支店秋田営業所
㈱中山組
㈱ジャックス秋田支店
㈲秋田環境保全
㈱佐藤商事
佐藤工業(株)
一般社団法人秋田県林業コンサルタント
大和証券㈱秋田支店
㈲富士工務店
㈱共和
太三機工(株)秋田営業所
コマツ秋田株式会社秋田支店
秋田米飯給食事業協同組合
秋田県土地改良事業団体連合会
羽後設備㈱



株式会社そごう・西武　西武秋田店
㈱アキタサトー商会
社会福祉法人雄仁会あおぞら幼保連携型認定こども園
㈱東北機械製作所
㈱アルノ
山元建設㈱
コーセー化粧品販売㈱北東北支店秋オフィス
㈱三木設計事務所
㈲佐藤自動車整備工場
東部液化石油㈱秋田支店
時田電機工業㈱
株式会社サンワ
㈱手塚
㈱小南工務店
三栄機械器具㈱
佐川商事㈱
株式会社秋田県酒類卸秋田支店
秋田ディエックス㈱
㈱塚田美術印刷
秋田環境測定センター㈱
秋田県畜産農業協同組合
秋田ステンレス㈱
東芝電材マーケティング㈱秋田営業所
㈱佐々木ボデー
大洋ビル管理㈱
㈲升谷商店
株式会社ENEOSフロンティア秋田配送センター
秋田ボーリング(株)
㈱せきや
株式会社日景工業
ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)秋田サービスステーション
削除不能
株式会社加島電気工事
㈱へいあん秋田
古城建設㈱
㈱石川建設
㈱秋田医科器械店本社
全国農業協同組合連合会秋田県本部
㈱永井歯科商会
削除不能
㈲髙島興業
㈱マルイシフーズ
（株）加賀伊ボーリング
㈱秋田食肉卸センター
協和キリン㈱
㈱東和
㈱ツムラ秋田営業所
(株)秋田ダイドー
学校法人山王学園山王幼稚園
㈱粟野工務店
東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱秋田ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
エヌエス環境㈱秋田支店
秋田東和電材㈱秋田営業所
㈲小林土木
㈱マルタケ秋田支店
三菱電機ビルソリューションズ㈱東北支社秋田支店
㈱アテック
パナソニック㈱エコソリューションズ社電材営業所
三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱東北支社秋田支店



㈱秀峰建設
㈱渡部工業
ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田
幼保連携型認定こども園にいだこども園
秋田県千秋学園
株式会社東総
㈱長谷駒組
(株)サタケ秋田調製機営業所
千秋ボーリング㈱
㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ秋田支店
株式会社伊藤園秋田支店
秋田スパーク薬品㈱
秋田県立栗田支援学校
株式会社竹村製作所秋田支店
株式会社　日本ハウスホールディングス秋田支店
㈱ユーランドホテル八橋
丸大堀内㈱秋田支店
富士フイルムＢＩ秋田株式会社
一般財団法人秋田県建設・工業技術センター
学校法人聖霊学園
秋田中央印刷㈱
㈱友愛ビルサービス
㈱三田商店秋田支店
公益財団法人秋田県総合保健事業団中央健診ｾﾝﾀｰ
㈲弁当とらや
山二システムサービス株式会社
美和電気工業㈱秋田営業所
㈱ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北・東北ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ秋田泉中央店
㈱しゅうなんダスキン秋田
秋田送電工業株式会社
㈱パルテごとう
社会福祉法人新成会
秋田ステーションビル㈱
㈱ゼンリン秋田営業所
ﾄｷｺｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱秋田営業所
吉田ビニール㈱
社会福祉法人白百合保育園
東邦薬品株式会社秋田営業所
秋田県火災共済協同組合
太平ビルサービス㈱秋田支店
ユーアイ警備保障株式会社秋田支店
自衛隊秋田地方協力本部秋田募集案内所
興和㈱秋田営業所
株式会社丸山製作所秋田営業所
秋田パッケージ㈱
株式会社LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ
㈱北勢工業
日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱秋田営業所
日新火災海上保険㈱北東北事業部秋田ｻｰﾋﾞｽ支店
住友ファーマ株式会社
株式会社北東北読売IS　秋田支社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社秋田サービスセンタ
㈱むつみワールド
三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ株式会社　秋田事業所
㈱コロナ秋田営業所
㈱黒澤塗装工業
秋田市消防本部
三井住友海上火災保険㈱秋田支店
イシグロ㈱秋田営業所



㈱東北マツダ中央店
ジューテック秋田株式会社
大東建託㈱秋田支店
ＮＥＣフィールディング㈱秋田支店
厚生ビル管理㈱
タルイシ機工㈱
ＮＴＴアノードエナジー株式会社　秋田支店
㈱帝国データバンク秋田支店
㈱カネヒコ
秋田朝日放送株式会社
㈲協伸産業
株式会社みちのくテレコム
旭化成ファーマ㈱医薬仙台支店　　秋田営業所
田辺三菱製薬株式会社秋田営業所
㈱ベルコ秋田支社
秋田市消防本部秋田南消防署
㈱秋田東北ダイケン
㈱ウヌマ地域総研
㈱マルシン
㈱道光産業
(株)リューワ建設
持田製薬㈱盛岡事業所秋田分室
フルテック株式会社秋田支店
㈱ライトン
㈲田口清掃
秋田県森林組合連合会
㈱石川技研コンサルタント
㈱都市整備
㈱電洋社
㈱あたご
㈱ミチノク秋田営業所
生活協同組合ｺｰﾌﾟあきた宅配事業部西ｾﾝﾀｰ
オリックス㈱秋田支店
加藤産業㈱秋田支店
東日本旅客鉄道㈱秋田支社
一般社団法人日本自動車連盟秋田支部
㈱三ツ星商会秋田支店
株式会社相原工営
清三屋商事(株)ダスキン新国道支店
㈱石黒組
小野薬品工業㈱東北支店秋田営業所
姉帯電気工業㈱
㈱アズマカンパニー
グローリー(株)秋田営業所
コスモ工機㈱秋田工場
㈲相信興業
㈱ビー・エム・エル秋田営業所
三浦工業㈱秋田支店
社会福祉法人秋田市社会福祉協議会
㈱ユニマットライフ秋田営業所
秋田トンボ㈱
秋田トヨタ自動車㈱仁井田店
㈱富士薬品秋田営業所
国土防災技術㈱秋田支店
㈱国際パトロール
(株)長府製作所秋田営業所
秋田酒類製造株式会社
大和ハウス工業㈱北東北支社　秋田営業所
㈱秋田人形会館



㈱秋田ケーブルテレビ
(株)大商金山牧場
秋田水処理㈱
タシン工業㈲
㈱東建
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店
秋田市保健所
有限会社太平工務所
㈱協和秋田支店
㈲秋田ランチサービス
㈱ルート・エスピー
外山産業㈱東北支店
奥羽住宅産業株式会社
㈱日立ビルシステム東日本支社　秋田営業所
桂造園土木株式会社
㈱アド東北
明治コンサルタント㈱秋田支店
秋田空港オイルサービス㈱
公益財団法人秋田市総合振興公社
学校法人和洋学園　秋田令和高等学校
秋田県総合県税事務所
社会福祉法人松寿会軽費老人ホーム(A型)だいせん
㈱北日本リースキン
サントリービバレッジソリューション株式会社秋田第一支店
ジオテックコンサルタンツ㈱
セコム株式会社テクノ事業本部秋田支所
協同組合秋田古紙回収協会
日本赤十字社秋田県支部
ナブコシステム㈱秋田支店
東北送配電サービス(株)秋田支社
東日本旅客鉄道㈱秋田支社秋田電力設備技術ｾﾝﾀｰ
社会福祉法人豊生会介護老人保健施設ふれ愛の里
東日本旅客鉄道(株)秋田支社秋田信号通信技術ｾﾝﾀｰ
東北管区警察局秋田県情報通信部
公益財団法人　秋田県学校給食会
株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター秋田
公益財団法人秋田県林業公社
㈱パルモトゥエンティーワン
㈱東北安全ガラス
秋田市教育委員会生涯学習室
㈱レンタルのニッケン秋田営業所
社会福祉法人いずみ会
安心代行
秋田ジャパン代行社
パワー代行
Ｂ．Ｆ代行
(株)秋田建設工業新聞社
東北送配電ｻｰﾋﾞｽ㈱秋田営業所
あすなろ代行
浜田代行
未来代行
のんの代行
フロンティア代行
帝人ヘルスケア株式会社東北支店秋田営業所
秋田代行
クイーン｀Ｓ代行
㈱フジ代行
宮代行
オレンジサークル㈲



チャレンジ代行
代行一番
㈲秋田中央燃料
トヨタカローラ秋田株式会社秋田南店
秋田県警察学校
㈱アイネックス
社会福祉法人ゆたか会つどいの家
イワタニセントラル東北㈱秋田南営業所
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ電子化成㈱日本海建設電気事業所
東北農政局秋田県拠点
自衛隊秋田地方協力本部
削除不能
日東通信㈱秋田支店
コクヨ東北販売㈱秋田支店
株式会社デンソーソリューション秋田支店
㈲伸和電工
日通エネルギー東北(株)秋田支店
㈱浜田建設
株式会社東北日立
医療法人正観会御野場病院
東北労働金庫秋田支店
㈱北都銀行本店営業部
向井建設株式会社東北支店秋田営業所
パーティーギャラリーイヤタカ
㈱日本政策金融公庫秋田支店国民生活事業
大林道路株式会社秋田営業所
㈱秋田石材
大鵬薬品工業㈱仙台支店秋田出張所
㈲新和設備
辻兵商事株式会社
秋田県農業共済組合中央支所
㈱スズケン秋田支店
㈱秋田グランドリース
秋田県民共済生活協同組合
Ｆ代行
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ﾍﾙｽｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰ
新秋木工業㈱
日本製紙株式会社秋田工場
㈲石黒商事
北光金属工業㈱
アルフレッサファインケミカル(株)
㈱藤通商
㈱松本鐵工所秋田事業所
東北環境管理㈱秋田事業所
秋田ガルバー㈱
株式会社トミタ
秋田基準寝具㈱
㈱バイタルネット秋田支店
株式会社山二泉事務所
山二環境機材㈱
㈱ＮＴＴ東日本－東北秋田支店
全国労働者共済生活協同組合連合会秋田推進本部
ＮＸ商事(株)秋田営業センター
東北フローズン(株)秋田支店
秋田市教育委員会学事課
株式会社ユアテック秋田営業所
秋田市上下水道局浄水課（仁井田浄水場）
バイエル薬品㈱秋田営業所
公益財団法人あきた企業活性化センター



㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｴﾑｲｰ東北事業所秋田ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
株式会社ＮＴＴ東日本－東北秋田支店
㈱サムシング秋田支店
㈱ユアテックサービス秋田営業所
花王ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
秋田管工事業協同組合
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東北サービスセンター秋田SS
㈱石郷岡電気工業
㈱秋田住宅流通センター
㈱あきたタウン情報
三協ﾃｯｸ(株)東北　秋田支店
㈱住建トレーディング
ＹＫＫＡＰ㈱　東北支社秋田支店
㈲深沢電装
新日本代行
キッセイ薬品工業㈱東北支店秋田営業所
㈱レオパレス２１ﾚｵﾊﾟﾚｽｾﾝﾀｰ秋田店
東北ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ通信㈱秋田支社
第一三共株式会社東北支店秋田第一営業所
三菱マテリアル電子化成(株)
秋田総合リース㈱
住友不動産(株)住宅再生事業本部新築そっくりさん秋田事業所
テルウェル東日本株式会社秋田支店
大東建託パートナーズ株式会社　秋田営業所
ﾚﾝﾀﾙｼｽﾃﾑ株式会社秋田営業所
株式会社ワタケン向浜事業所
㈱藤工業サービス
㈱メディセオ　秋田支店
㈱高速秋田営業所
さくら代行
㈱かんぽ生命保険秋田支店
(株)バイタルケア　バイタルケア秋田
㈱ゆうちょ銀行秋田店
日本郵便株式会社秋田中央郵便局
㈱青いポスト二十一
富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱秋田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
秋田ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱仁井田店
株式会社日立システムズ北東北支店
秋田市産業振興部
㈱ＵＳＥＮ秋田支店
北日本コンピューターサービス㈱
株式会社ノーリツ秋田営業所
ＥＣＯ代行
㈱とみや秋田営業所
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱秋田営業所
秋田十條化成株式会社
ホンダヤマシナ㈱秋田店
秋田トヨタ自動車㈱レクサス秋田
大和リビング㈱秋田営業所
(株)ドコモＣＳ東北秋田支店
㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東北第１ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ秋田北営業所
参天製薬株式会社秋田営業所
全国共済農業協同組合連合会秋田県本部
JR東日本メカトロニクス株式会社秋田支店
全農東北ｴﾈﾙｷﾞｰ株式会社秋田支店
株式会社ナカノアイシステム秋田支店
日本リーテック㈱秋田支社
明治安田生命保険相互会社秋田支社
株式会社　東北用地測量社



㈱ユートス秋田事業所
(株)ゆうちょ銀行秋田パートナーセンター
東日本旅客鉄道株式会社秋田土木設備技術センター
㈱東洋テクノ
㈱サノ・ファーマシー
㈱ヤエガシ
JA共済連秋田　秋田中央自動車損害調査SC
株式会社ツクイ秋田茨島
㈱ピコイ秋田支店
清三屋施設工業㈱
秋田市大森山動物園
OKIクロステック(株)秋田支店
ＲＹＵ代行
ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞソリューション(株)東北支社秋田第二支店
第一物産(株)秋田支店
㈱石黒建設工業
株式会社ミナカワ
東京海上日動調査サービス㈱秋田損害サービス課
㈱パロマ秋田営業所
㈱シバタ秋田支店
㈱リーテックス
秋田スバル自動車㈱秋田南店
㈱刀根商店
株式会社アチカ
株式会社アイビック秋田支店
株式会社二十二天然温泉ﾎﾃﾙこまち
日本海警備保障（株）
株式会社ヨロズヤ
株式会社　セスタ
株式会社　協設
三本コーヒー株式会社　秋田支店
株式会社タツノ秋田営業所
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社秋田支社
NTTデータルウィーブ(株)東北事業所秋田サービスセンター
損害保険ジャパン日本興亜（株）秋田保険金サービス課
ホンダ部品販売株式会社秋田営業所
どんぐり代行
日本年金機構　秋田年金事務所
(株)トークス秋田支社
秋田ダイハツ販売株式会社八橋店
日本ビルコン株式会社東北支社秋田SC
秋田ダイハツ販売株式会社仁井田店
株式会社東北ジーワイ秋田支店
株式会社かなでん秋田営業所
有限会社代行家
三井住友海上あいおい生命保険株式会社秋田生保支社
みずほ証券株式会社秋田支店
株式会社ラウンドワン秋田店
ネルフ代行
マルホ株式会社
ぷれ～ん代行
ＴＭ代行
日興通信株式会社秋田支店
日の本代行
株式会社タクト秋田支店
東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)
シンコウ補償株式会社
ゑびす代行
有限会社秋田中央ライン



秋田聖徳会障がい福祉サポートセンター聖和
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ株式会社秋田営業所
日本精機株式会社
ツクイ秋田川尻
リフレッシュコア中通
有限会社ＰＡＴＥＫ
東北電設販売株式会社
東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所
公益社団法人秋田県農業公社
株式会社日本空調東北　秋田営業所
東北ビルウェア株式会社秋田事業所
大町代行
渡辺パイプ株式会社秋田サービスセンター
有限会社ﾌｧｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
株式会社サン・ベンディング東北　秋田営業所
有限会社クリーンサプライ
株式会社シビル設計秋田本社
株式会社ヨシダアニー
株式会社アーバック
株式会社オールホンダ仁井田南店
有限会社秋田建機サービス
有限会社やさしい手秋田
(株)近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ東北秋田支店
株式会社山形部品秋田営業所
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ計画(株)ﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞﾜｰﾌ秋田事業所
秋田日産自動車(株)秋田南店
株式会社ブラウブリッツ秋田
東北アルフレッサ(株)秋田支店
株式会社丸大冷蔵
昱機電㈱向洋電機事業所秋田営業所
株式会社渡敬秋田支店
㈱誠文社
富士産業株式会社秋田事業部
東北ミサワホーム株式会社秋田支店
ファイナル代行
有限会社豊清工業
株式会社ハシモトホーム秋田支店
㈱ﾛｰｿﾝ東北運営部秋田北支店
(株)ローソン秋田南支店
加藤建設㈱
ササキ株式会社秋田店
(株)アキタ保険
(株)みらい
幼保連携型認定こども園ﾉｰｽｱｼﾞｱ大学附属のびのびこども園
株式会社ヨシケイ秋田
銀のさら秋田卸町店
(株)エム・イー秋田支店
ＰＨＣメディコムネットワークス(株)秋田営業所
ＮＡＧＡＴＡ　ＡＧＥＮＴ株式会社
学校法人和洋学園幼保連携型認定こども園 勝平幼稚園ひよこ保育園
サツキ代行
三和代行
(株)ニチイ学館秋田支店
ネッツトヨタ秋田株式会社　秋田南支店
ネッツトヨタ秋田株式会社　臨海本店
秋田三菱自動車販売株式会社　臨海店
株式会社　有電社　秋田営業所
学校法人児童福音学園　認定こども園　ルーテル愛児幼稚園
社会福祉法人　秋田希望ふくし会自立支援センター　希望園



はまなす代行
秋田市環境部環境総務課
秋田市建設部道路維持課
中外商工株式会社　秋田営業所
株式会社　盛和設備
アズビル（株）ビルシステムカンパニー秋田営業所
日本製紙ユニテック株式会社秋田事業所
株式会社　新興技研設備
株式会社東京商工リサーチ秋田支店
ＭＫ代行
代行ＭＡＸⅢ
運転代行　あいぼう
株式会社ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ秋田ＢＰＯｷｬﾝﾊﾟｽ
松寿会特別養護老人ホーム松涛園
松寿会養護老人ホーム松峰園
大和冷機工業株式会社秋田営業所
横手精工（株）秋田事業所
株式会社トラパンツ
株式会社山電　秋田営業所
中央計装株式会社秋田営業所
大和ハウスリフォーム株式会社
(株)日本アクア秋田営業所
(株)遠藤設計事務所
宮城鋼具株式会社
(株)ヰセキ東北秋田支社秋田南営業所
株式会社ファミリーマート秋田南営業所
秋田県産業技術センター
株式会社トクミツ建築企画
秋田県警察本部刑事部機動捜査隊
全労済秋田損調サービスセンター
テスコ株式会社秋田営業所
東北地方整備局　秋田河川国道事務所
株式会社ＵＫ秋田支社
メロディー代行
ローレルバンクマシン(株)秋田営業所
リリーほくと商事株式会社
安全代行
日本生命保険相互会社　秋田支社
株式会社アーバン造園
ニプロ株式会社秋田営業所
秋田市役所建設部公園課
秋田市環境部環境都市推進課
教職員共済生活協同組合秋田県事業所
株式会社創研コンサルタント
秋田市環境部廃棄物対策課
大成ロテック(株)秋田工事事務所
株式会社　水建技術
株式会社　アーネストワン
ＴＯＴＯ東北販売株式会社秋田営業所
株式会社　虹の街　やすらぎの郷
株式会社虹の街秋田営業所
東北電力ネットワーク株式会社秋田支社
株式会社財産コンサルティング
秋田市南部市民サービスセンター
秋田キャッスルホテル
まごころデイサービスセンター
（株）虹の街泉営業所
ＪＲ東日本コンサルタンツ（株）東北支店秋田営業所
訪問看護ステーションあきた



渡辺パイプ株式会社秋田サービスセンターグリーン事業部
ライム代行
中央土建㈱
株式会社エイジス　秋田サテライト
(株)佐々木義肢製作所秋田支店
損保ジャパンパートナーズ（株）秋田支店
（株）ホクシンエレクトロニクス
(株)エルタス東北秋田営業所
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株)秋田営業所　
エコシビル(株)
訪問看護ステーションデューン秋田
NECソリューションイノベータ(株)秋田センター
秋田県産業労働部公営企業課
株式会社オノプロックス
日建リース工業(株)秋田店
株式会社エグチ
日本メナード化粧品(株)秋田支店
株式会社パイプリバース
株式会社ソユー
株式会社ENEOSフロンティアＤｒ．Ｄｒｉｖｅ秋田イサノ店
ＪＲ東日本ビルテック㈱秋田支店
㈱エラン　秋田支店
（有）池田電機工事
公立大学法人秋田公立美術大学
みのり監査法人　秋田オフィス
ＡＫＩＴＡ　ＰａＰａ代行
丸井産業株式会社　秋田営業所
秋田市上下水道局下水道施設課
有限会社オールパーツ山本
株式会社　松田　秋田支店
株式会社ヤマコン秋田
青葉緑化工業株式会社　秋田営業所
株式会社 ＴＥＡＭ ＣＮＡ Ｅ＆Ｓ
ＢＩＧ代行
株式会社中村商会秋田支店
(株)広田薬品販売秋田営業所
日本通運株式会社秋田支店
ニッタン株式会社秋田支店
東北電力ネットワーク(株)送変電建設センター秋田工事所
丸紅パワー＆インフラシステムズ(株)秋田事業所
株式会社きららホールディングスきららアーバンパレス
大東建託リーシング（株）秋田店
マティログ代行
東北物産㈱
東京海上日動パートナーズ東北秋田支店
(株)アメニティ秋田営業所
コマツ秋田株式会社　本社
パリケア秋田訪問看護ステーション
宅配クック１２３きらら秋田店
株式会社プライムハウス
きたえるーむ秋田泉
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社東日本支店秋田営業所
秋田県生活環境部自然保護課
赤い靴代行
株式会社田口フードサービス
フクダライフテック北東北株式会社
株式会社ホサカ
株式会社ヤマリ
(株)ＣＮＳ秋田営業所



(株)ヤマダデンキ　テックランド秋田本店
有限会社西部建設
株式会社アートシステム
削除不能
秋田海陸運送株式会社向浜営業所
富士通Japan(株)秋田支社
秋田県中央児童相談所
エーピー福祉(株)仁井田福祉センター
渡辺パイプ(株)秋田サービスセンター　水工
共和コンクリート工業株式会社秋田支店
株式会社秋田銀行牛島支店
高速道路トールテクノロジー(株)秋田テクノショップ
秋田プライウッド(株)森林事業部
(株)メンテナンス・テクノ茨島事業所
藤村機器(株)秋田営業所
株式会社りんどうの里
株式会社シグマソリューションズ　本社
有限会社　創園
株式会社秋田銀行御野場支店
有限会社秋田店舗企画
株式会社秋田銀行山王支店
東日本旅客鉄道株式会社　秋田営業統括センター
水ingAM株式会社
(株)エフシービルテック
(株)秋田銀行大町支店
秋田県電気工事工業組合
(株)秋田銀行泉中央支店
ガスト秋田山王店
山二総合サービス株式会社
株式会社　出羽警備
株式会社三友
株式会社大林組秋田営業所
株式会社眞宮技術
ＭＳＤ株式会社秋田サテライトオフィス
学校法人秋田市旭川幼稚園
株式会社トップス
(株)建築資料研究社秋田支店
秋田ヨコハマタイヤジャパン川尻サービスセンター
(株)セブン－イレブン・ジャパン秋田地区事務所
株式会社エイジェック　秋田オフィス
フィデアカード株式会社
一般財団法人　日本森林林業振興会秋田支部
日本製紙秋田サポート株式会社
トヨタカローラ秋田株式会社　秋田店
ホームテック株式会社　本社
東部ガスプラザ　秋田中央店
リンナイ(株)秋田営業所
株式会社かんぽ生命保険　秋田支店　秋田中央郵便局　かんぽサービス
アーク株式会社　秋田支店
朝日ビジネス株式会社
ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社
株式会社フィデア情報総研
秋田商工会議所
株式会社ハムシステム庄内　秋田営業所
シャープサポートアンドサービス株式会社
東北藤村クレスト株式会社秋田営業所
株式会社タカペン
虹の街看護小規模多機能いずみ
(株)三櫻　秋田営業所



むつみ造園土木株式会社
猿田興業株式会社　商事部
猿田興業株式会社　事業部
猿田興業株式会社　原材料部
有限会社デオックス
有限会社秋田電機保全
有料老人ホームあらや
日産プリンス秋田販売株式会社秋田南支店
株式会社エレック極東　秋田ネットワークセンター
三国商事株式会社　販売二課　秋田営業所
株式会社アールシー・テック
メルセデス・ベンツ秋田
ジョイリハ秋田仁井田
一般社団法人秋田市シルバー人材センター
明治すまいるみるく秋田店
有限会社柏谷組
ロイヤルネットワーク株式会社秋田事業部
天龍製鋸株式会社秋田支店
アーバンライフサポートコンフォート・ガーデンもみの樹
清水建設株式会社東北支店秋田営業所
有限会社武田架設工業
北都銀行秋田駅前支店
オリジナル設計株式会社秋田事務所
社会福祉法人　秋田県社会福祉協議会
文化シヤッター秋田販売株式会社
株式会社ＦＰパートナー　秋田支社
株式会社オール
アルファグリーン株式会社
鹿島建設株式会社東北支店秋田営業所
株式会社ムトウボデー
秋田県信用組合　本部
トヨタカローラ秋田株式会社　本部
株式会社綜合防災
日信電子サービス(株)秋田営業所
株式会社北都銀行秋田西支店
株式会社北都銀行山王支店
株式会社テクノサービス
有限会社コリウス
株式会社ユナイトホールディングス
株式会社ジェー・シー・アイ秋田支店
株式会社コンダクター　ＴＥＡＴＥ
一般財団法人秋田県建築住宅センター
ナイス割山店　宅配部門
株式会社伊徳　いとく新国道店
株式会社三戸印刷所
北林商事株式会社
秋田信用金庫　本部
有限会社東北医療産業
富士フィルムＢＩ秋田株式会社スポーツスクエア
秋田加藤大滝総合株式会社
新菱冷熱工業株式会社東北支社　秋田営業所
有限会社桜田電気工事
医療法人梅栄会細谷病院
株式会社髙森電気工業
株式会社復建技術コンサルタント秋田支店
株式会社アイエスビー


