
事業所名
北部自動車興業㈱秋田北部自動車学校
佐藤建設株式会社
三光テクノ㈱
㈱工藤米治商店
東北電力ネットワーク株式会社大館電力センター
花岡土建㈱
㈱明間ボーリング
白川建設㈱
エコシステム花岡㈱
米代東部森林管理署
大館ヤクルト販売㈱
乳安商事㈱
大館市役所
大館市消防本部
藤嶋鉄工㈱
佐藤吉㈱
㈲成田組
秋北電機工業株式会社
株式会社タイセイ
ロジスネクスト東北株式会社大館支店
㈱ユアテック大館営業所
日本郵便株式会社大館郵便局
大館市役所　比内総合支所
東北電力ネットワーク株式会社大館電力センター
㈱吉田産業大館支店
北秋生コン株式会社
みちのくｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱秋北営業所
㈱笹谷建設
㈱メディセオ大館支店
角弘生コンクリート㈱
ＪＸ金属探開(株)
㈱巽工業所
㈱大東電設
大館桂工業(株)
戸田鉄工㈱
秋田いすゞ自動車㈱大館営業所
秋田県北秋田地域振興局大館福祉環境部
奥羽電気設備㈱
㈱山本板金工業所
㈲小松自動車興業
㈱バイタルネット大館支店
古家燃料株式会社
㈱羽沢建設
秋田トヨタ自動車㈱大館店
コマツ秋田㈱大館支店
㈱いわしや
㈲藤正鉄工
株式会社　石戸谷建設
㈱よつやドライクリーニング商会
㈱北秋オーエス
佐々木板金工業(株)
㈱角弘大館支店
三浦木材㈱
東光鉄工㈱釈迦内工場
合資会社近江商店
自衛隊秋田地方協力本部大館出張所
㈱成田金物商店
有限会社山田政一商店



大館警察署
あきた北農業協同組合
太平熔材㈱大館営業所
㈱大森土木
（株）大新電気
平和建設㈱
新和産業㈱
比内時計工業㈱
学校法人大館ホテヤ学園
学校法人日景学園
大館八幡こども園
秋田木毛セメント板㈱
㈲佐藤財組
（株）田代建設
㈲菅金組
社会福祉法人大館圏域ふくし会障害者支援施設道目木更生園
大館市立扇田病院
東北アルフレッサ(株)
㈱ビーワーク
㈲畠山造林
㈱オオタベ
桜庭電池工業株式会社
㈲黎明舎種鶏場
㈱大館製作所
㈱アイビック　東北統括支店
(株)セキノ興産大館店
太平興業㈱大館支店
西東北日野自動車株式会社大館営業所
一般財団法人東北電気保安協会大館事業所
(株)千葉自動車
㈱嘉納
㈲丸石電設
㈲花田造材部
㈱鈴木興業
東光産業株式会社
大館広域清掃㈱
㈱大館自動車部品商会
日産部品秋田販売㈱大館営業所
㈱乳井石油商会
㈱小滝電機製作所
大館北秋田森林組合大舘比内支所
青森綜合警備保障㈱大館営業所
株式会社タクト
東北ビル管財㈱
ニプロ㈱大館工場
堀江建材㈱生コン工場
北秋商事㈱
社会福祉法人大館圏域ふくし会矢立育成園
社会福祉法人大館圏域ふくし会　障害者支援施設軽井沢福祉園
㈲羽賀興業
社会福祉法人大館圏域ふくし会白沢通園センター
㈲多賀谷鉄筋工業
㈲高橋電気商会
東北化学薬品㈱大館営業所
㈱日鉄
生活協同組合ｺｰﾌﾟあきた北ｾﾝﾀｰ
丸大堀内㈱大館支店
有限会社櫻庭組
㈱アキタサトー商会大館営業所



㈱ダイナミック・サニート
秋田工営㈱
株式会社相場商店大館営業所
特別養護老人ホーム神山荘
㈱布袋屋薬局
文化産業㈱
㈲佐藤鉄筋工業
㈱吉原鉄工
エコシステム秋田㈱
(株)秋北清掃センター
社会福祉法人　水交苑
堀江建材㈱
株式会社割烹きらくプラザ杉の子
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱大館支社
㈱衛暖工業
㈲マルト企業県北圧送
株式会社へいあん秋田典礼会館
㈱狩野電機工業所
㈱ホンダ四輪販売北・東北　大館清水店
㈱北鹿新聞社
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田支社大館事業所
㈲トーホーメンテック
㈲東洋レジャー
アンゼン設備㈱
株式会社ダスキン北秋
ｴｺｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)東部環境物流ｾﾝﾀｰ
大館矢立ハイツ
東邦薬品㈱大館営業所
㈱越国商舗
有限会社平萬造園土木
社会福祉法人大館市社会福祉協議会
セコム㈱大館支社
㈱東北日立大館支店
ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱大館営業所
東京海上日動火災保険㈱大館支社
㈲マコト設備工業
東光鉄工株式会社本宮工場
東光鉄工㈱花岡工場
第一建設工業株式会社大館事務所
大和産業㈱
介護老人保健施設大館園
秋田県北部老人福祉総合エリア
社会福祉法人大館圏域ふくし会　特別養護老人ホーム長慶荘
株式会社コジマ商会大館営業所
㈱丸大冷蔵大館営業所
㈲北秋カッター興業
㈱吉田電設
公益社団法人大館市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
社会福祉法人大館市社会福祉事業団
秋田県立大館少年自然の家
ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ㈱北日本支社秋田支店
大館税務署
㈲ダイケン
ひがし運転代行社
トキワ代行
小笠原運転代行社
トヨタカローラ秋田㈱大館市店
株式会社　羽沢建材
秋田東和電材㈱大館営業所



国土交通省能代河川国道事務所大館国道出張所
東日本フード㈱青森営業部大館センター
有限会社ヤナギサワ
株式会社北都銀行大館支店
さくら建設株式会社
扇建設株式会社
東北送配電サービス(株)大館営業所
東光ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社
㈱ハチヨウ
㈱カネショウササキ
㈲保安産業
㈱JA大館、北秋田葬祭センター虹のホール
㈱古沢総業
南が丘こども園
大館市水道事業等
㈲マルトミ産業建設部
㈲鎌田経営管理事務所
オレンジ代行
㈲山田工業
㈲ケーテック
卯根倉鉱業㈱
秋田県立比内支援学校
㈲比内塵芥社
山二建設資材㈱大館営業所
株式会社OGURA
大館ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱
石垣鐵工株式会社
東北ﾋﾞﾙ管財株式会社自然環境事業部
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社大館サービスオフィス
社会福祉法人成寿会
秋田ﾆﾁﾚｷ㈱北営業所
株式会社スズケン大館支店
秋田トヨペット株式会社大館店　
有限会社未来
みちのくキャンティーン㈱秋北営業所
日本郵便株式会社比内郵便局
東日本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱大館ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
北秋容器株式会社
有限会社県北カッター
有限会社浅利住設
ダンロップタイヤ東北㈱大館営業所
㈲桂電気工事
第一日昭工業株式会社
いとだ設備サービス
有限会社　タキグチ
㈲鳶・章永興業
株式会社エコリサイクル
ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱大館支店
㈲平電機工業
イワタニセントラル東北㈱大館営業所
㈲佐々木工務店
大館市青果魚類卸売㈱
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社秋田カンパニー大館営業所
秋田日産自動車㈱大館店
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)タイヤサービス大館店
イマジン株式会社バーリーズクラブ
戸田重機鉄工株式会社
秋田スバル自動車㈱大館店
㈱ユキザワ雪沢農場



㈱タクミ電機工業
ニチイケアセンター大館
株式会社ＴＴＫ秋田支店大館営業所
羽後日産モーター(株)大館店
オバタ運転代行
秋田ダイハツ販売株式会社大館店
大館マテリアル株式会社
秋田県立大館国際情報学院高等学校
株式会社秋田県酒類卸県北支店
株式会社太田建築工房
医療法人光智会大館介護センター
株式会社ＪＡあきた北ライフサービス
秋田エネシス株式会社
大館市教育委員会
株式会社高速大館営業所
(株)秋田銀行大館駅前支店
株式会社みちのく銀行大館支店
泉町地域ふくしセンター
株式会社三浦土木興業
ニチイケアセンター桂城
(株)秋田クボタ大館営業所
株式会社利創建設
秋田県立大館鳳鳴高等学校
トヨタＬ＆Ｆ秋田株式会社大館店
有限会社菅原組
株式会社山形部品大館営業所
株式会社伊藤羽州建設
(株)カナモト大館営業所
(株)ハシモトホーム大館支店
(株)グリーン代行社
(株)日産サティオ秋田大館店
社会福祉法人大館圏域ふくし会特別養護老人ホーム大館南ガーデン
明治けんこう宅配　大館店
株式会社ニチイ学館秋田支店大館営業所
株式会社ピコイ大館支店
株式会社東北マツダ大館店
秋田県立大館桂桜高等学校
たしろ温泉ユップラ
有限会社　大館工藤塗装
佐藤石油株式会社　川口給油所
特定非営利活動法人共生センターとっと工房
ライズテクノ株式会社
DK代行
扇田こども園
社会福祉法人花輪ふくし会地域生活支援拠点おおだて
介護医療院　西大館病院
東北労働金庫大館支店
(株)ホンダ四輪販売北北東北ホンダカーズ秋田大館片山店
（株）虹の街大館営業所
株式会社みらいえ工房
クロスウィルメディカル(株)大館営業所
有限会社　伊藤保険
(株)桜工業
有限会社アグリ川田
ニプロファーマ株式会社　大館工場
富士フイルムＢＩ秋田(株)大館営業所
日本キャタピラー合同会社大館営業所
有限会社安田保険システム
日本道路（株）秋田営業所



タプロス株式会社大館営業所
ニューデジタルケーブル(株)大館ケーブルテレビ
東北環境消毒有限会社
有限会社成典電気工業
有限会社松田建設
株式会社一途
ＵＤトラックス(株)大館カスタマーセンター
（株）秋田銀行大館支店
秋北観光株式会社
秋北バス大館整備工場
秋北航空サービス大館営業所
丸山建設株式会社
アサヒ産業株式会社大館支店
ホシザキ東北株式会社大館営業所
北陽工業株式会社
有限会社河田電機
有限会社山田工務店
(株)かんぽ生命保険秋田支店大館郵便局かんぽサービス部
藤村機器株式会社　大館支店
有限会社ホテヤ不動産
有限会社田中ブロック建設
株式会社花善
株式会社グリーンロジスティックス秋田営業所
昭和木材(株)東北支店東北プレカット工場
有限会社ホリグチ
有限会社岩谷板金工業所
秋田県北児童相談所
株式会社出羽警備　大館営業所
株式会社ハートフルケアサポートデイサービスセンターおひさま
日産プリンス秋田販売株式会社大館支店
株式会社オオダテ自動車センター
株式会社伊徳
株式会社伊徳　いとく大館ショッピングセンター
有限会社吉田興業
清水建設株式会社東北支店　ニプロ株式会社大館工場第７工場新築工事作業所
株式会社宮崎ドライ
かなでんＪＶ
株式会社タガヤ
学校法人秋田カトリック学園　大館カトリックこども園
株式会社伊徳　デリカセンター
秋田春工業
株式会社ｇｅｌｌａ


