
横手市平鹿地域局
横手市横手地域局
㈱メディセオ 横手支店
横手市大森地域局
ﾜｲ・ﾃﾞｨｰ・ｼｰ(株)自動車事業部
東北電力ネットワーク株式会社横手電力センター
伊藤建設工業㈱
秋田県平鹿地域振興局建設部
㈱ユアテック横手営業所
横手市消防本部
奥山ボーリング㈱
秋田日産自動車㈱横手店
㈱吉田建設
山二環境機材㈱横手営業所
㈱クリマ
㈱村岡組
横手市大雄地域局
横手中水(株)
㈲横手清掃興業
みちのくｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱横手・湯沢営業部
秋田県平鹿地域振興局農林部
株式会社秋田県南青果地方卸売市場
横手ヤクルト販売㈱
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田ｶﾝﾊﾟﾆｰ横手営業所
西東北日野自動車㈱横手支店
秋田いすゞ自動車㈱横手営業所
秋田ダイハツ販売㈱横手店
平鹿総合病院
横手建設㈱
タプロス株式会社横手支店
有限会社 阿部組
秋田トヨタ自動車株式会社横手店
打川自動車㈱
創和建設㈱
㈲おがさわら
㈱大成電機
㈱ツルタック
㈱藤健
㈱アイ・クリエイト



㈱渡敬
羽後ガス㈱
㈱かねき
㈱マウンツ
横手警察署
秋田ふるさと農業協同組合大森地区
横手市雄物川地域局
日本郵便株式会社横手郵便局 
羽後電設工業㈱
(有)共林班
ミノル工業㈱
株式会社最上田組
秋田県南生コン㈱横手工場
五十嵐建設株式会社
三又建設㈱
太平興業(株)横手支店
秋田ふるさと農業協同組合金沢地区
株式会社フジペン
㈱大和組
㈱サンテックス
羽後カントリー㈱
太平熔材㈱横手営業所
秋田ふるさと農業協同組合大雄地区
幼保連携型認定こども園 相愛こども園
社会福祉法人相和会 幼保連携型認定こども園 和光こども園
社会福祉法人金沢保育園
下鍋倉保育所
社会福祉法人常盤保育園
上宮幼稚園
学校法人土屋幼稚園
社会福祉法人育童会樽見内保育園
睦合成工業㈱秋田工場
㈲照井建設
株式会社羽後環境
横手電気工業株式会社
株式会社秋田セキノ興産横手店
㈲山本建設
㈲佐藤工務店
秋田ふるさと農業協同組合横手地区



佐藤施設工業㈱
横手市森林組合
八巻板金工業㈱
㈱高善
秋南アサノコンクリート㈱
横手水道工業㈱
合名会社鈴木組
㈱村岡電業社
株式会社平鹿自動車学校
㈲横手城北産業横手モータースクール
㈱中村商会横手支店
社会福祉法人吉田愛児会吉田保育所
秋田ニチレキ㈱南営業所
佐々木組
秋田ふるさと農業協同組合平鹿地区
㈲大雄産業
アスカフーズ株式会社
株式会社鈴木興業
㈱伊幸組
秋田県立横手支援学校
㈱半田工務店
社会福祉法人美入野福祉会みいりの保育園
㈲秋田カネチク
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部
有限会社佐藤建設
社会医療法人興生会 横手興生病院
有限会社山中工務店
小田島商事(株)横手営業所
秋田トヨペット㈱横手店
㈲遠藤左官工務店
一般財団法人東北電気保安協会横手事業所
㈱ブルケン東日本横手営業所
社会福祉法人同心会沼館保育園
貴俵電気設備工業㈱
日産部品秋田販売㈱横手営業所
日立Astemo㈱秋田工場
住友建機販売北株式会社・北海道・東北統括部横手営業所
(株)高速横手営業所
㈱桑原横手営業所



三傳商事㈱横手支店
㈱丸幸
㈱山本産業
㈲高橋鉄筋工業所
横手市山内地域局
北日本物産㈱
横手精工㈱
丸三化成㈱
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田支社横手事業所
㈱横手水産物地方卸売市場
横手セントラルホテル
セントラルスポーツクラブ横手
日発精密工業㈱横手工場
㈱柴田畜産
㈱今野石油
㈲柿崎土建
丸大堀内㈱横手支店
㈱宮川工業
田中コンクリート工業㈱横手工場
株式会社LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ横手連絡所
㈱テラセキ
秋田県南部老人福祉総合エリア
鶴田印刷㈱
第一開明㈱横手営業所
㈱宮腰デジタルシステムズ
株式会社ホンダ四輪販売北・東北ＨｏｎｄａＣａｒｓ秋田横手店
㈱菅与
阿桜園
日本キャタピラー合同会社 横手営業所
㈲泉谷土木
株式会社横手開発興業
コマツ秋田㈱横手支店
株式会社森井製作所秋田工場
山二施設工業㈱横手支店
㈱伊藤組造園
㈲三和電設工業
㈱小西工業
㈱サンベンディング横手
㈱吉田産業横手支店



有限会社共林荘
㈱サンケン
桜沢電気工事㈱
㈲ムトウ
㈱Nui Tec Corporation
㈲旭星自動車
㈱富士薬品横手営業所
渡部工業(有)
秋田県立横手高等学校
東京海上日動火災保険㈱秋田県南支社
㈱アキタ・アダマンド
荒川施設工業㈱
市立横手病院
公益社団法人横手市シルバー人材センター
株式会社柏建設
㈲大雄特殊工業
有限会社 山内住宅サービス
トヨタＬ＆Ｆ秋田㈱横手店
ホシザキ東北㈱横手営業所
秋田県立雄物川高等学校
日立Astemoビジネスソリューションズ㈱
㈱佐々木工業
㈲横手環境管理サービス
㈱冷温
(有)野崎建設
秋田ふるさと農業協同組合本店
社会福祉法人浅舞感恩講保育園
損害保険ジャパン株式会社秋田支店横手支社
かきざき営繕
秋田県立保呂羽山少年自然の家
高速道路交通警察隊横手分駐隊
ユニオン建設㈱盛岡支店秋田営業所
㈱伊藤園横手支店
株式会社松興会館
こだま代行
削除不能 
スタッフ代行サービス
㈲柴康土建
(株)ふるさと葬祭アグレム



こまち代行
㈱ネクスコ・メンテナンス東北
日産プリンス秋田販売株式会社湯沢支店
東北農政局平鹿平野農業水利事業所
(株)東北日立横手支店
株式会社北都銀行横手支店
秋田ふるさと農業協同組合営農経済部
株式会社旭商工社 東北営業所
セコム株式会社横手営業所
東日本高速道路㈱東北支社 横手工事事務所
秋田県果樹試験場
横手税務署
㈱ホンダパドック
横手市十文字地域局
合資会社柿崎建設
東成瀬村役場
村上板金(有)
㈲木乃や家具
横手市増田地域局
㈲マルナカ燃料
大橋建設㈱
㈱鈴木建設工業
株式会社高作
株式会社マルサ建設
㈱マルシメ
合名会社後藤工務店
㈱佐々木機械土木
㈲平鹿清掃興業
十文字鉄工(株)
トヤマフーズ㈱
秋田ふるさと農業協同組合十文字地区
ミライフ東日本株式会社秋田十文字店
ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社
㈱増田サントップ
㈱OGACHIコスモテック成瀬
なるせ温泉・東仙歩
林泉堂㈱
有限会社畑山施設工業
秋田県立増田高等学校



(株)しゅうなん
こひつじ幼稚園
秋田ふるさと農業協同組合増田地区
山田農機㈱
有限会社冨岡鉄筋工業
㈲渡辺食品工業
有限会社荒井鉄筋工業
タイセー自動車販売㈱
㈲佐藤自動車整備工場
（株）トータルオフィスマネージメント
植田自工
株式会社ダスキンよねや
㈲伊藤舗道
社会福祉法人横手福寿会介護老人保健施設りんごの里福寿園
㈲藤原建材店
秋田栗駒リゾート㈱
㈲伊藤工業
㈱藤勝
㈲佐藤組
真人山荘食堂部
㈱湯沢生コン増田工場
さまさま代行
白鳥代行
寿代行
㈱協和横手営業所
あいおいニッセイ同和損害保険㈱横手支社
東北送配電ｻｰﾋﾞｽ(株)横手営業所
十文字代行
社会福祉法人横手市社会福祉協議会雄物川福祉センター
社会福祉法人横手市社会福祉協議会大雄福祉センター
社会福祉法人横手市社会福祉協議会十文字福祉センター
社会福祉法人横手市社会福祉協議会特別養護老人ホーム平寿苑
社会福祉法人横手市社会福祉協議会横手福祉センター
横手市役所 本庁舎
十文字北斗代行
㈱スズケン横手支店
前田道路㈱横手合材工場
えがお代行
㈱いずみ



日本郵便株式会社雄物川郵便局
日本郵便株式会社平鹿郵便局
日本郵便株式会社十文字郵便局
株式会社アクアス
富士フイルムＢＩ秋田（株）横手営業所
有限会社八伸建設
生活協同組合コープあきた県南センター
特別養護老人ホームすこやか横手
特別養護老人ホームすこやか森の家
ねこばす
は・は・は代行
さくら代行
ふくろう代行
イワタニ東北㈱横手営業所
東邦薬品㈱ 横手営業所
㈱コハタ横手営業所
全国共済農業協同組合連合会秋田県本部秋田県南自動車損害調査ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
有限会社小棚木組
社会福祉法人横手市社会福祉協議会大森福祉センター
㈱秋田医科器械店 横手営業所
株式会社照菊
カメイ㈱秋田支店横手営業所
秋田スバル自動車㈱横手店
横手市教育委員会
クルーズ代行
羽後設備株式会社県南支店
羽後日産モーター(株)横手店
北日本代行
合資会社大森産業
秋田ふるさと農業協同組合雄物川地区
株式会社山二横手営業所
株式会社三幸システム
東北日紅株式会社
丸木医科器械株式会社秋田南営業所
株式会社秋田銀行横手条里支店
秋田県農業共済組合 横手市支所
有限会社秋田かまくらミート
丸武林業(株)
株式会社秋田県酒類卸県南支店



三ツ葉運転代行
株式会社秋田クボタ十文字営業所
株式会社秋田クボタ横手営業所
株式会社秋田クボタ雄物川営業所
株式会社堀川横手営業所
横手市 条里北庁舎
横手市 平鹿地域振興局庁舎
東北ｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社橫手支店
株式会社秋田銀行横手支店
株式会社山形部品横手営業所
大雄代行
(株)大屋産業
(有)光和電設
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ横手店
秋田県雄物川筋土地改良区
トップライト代行
株式会社ホンダ販売秋田南横手町店
株式会社ホンダ秋田南十文字店
有限会社 横手クリーンセンター
有限会社 佐一設備
ダンロップタイヤ東北株式会社横手営業所
国土交通省東北地方整備局成瀬ダム工事事務所
農事組合法人樽見内耕新農場
社会福祉法人一真会特別養護老人ホーム花むつみ
株式会社和幸
秋田ふるさと農業協同組合総務人事部福祉課
秋田ふるさと農業協同組合農業機械課
株式会社永井歯科商会横手営業所
菊地設備工業有限会社
トップ代行社
市立大森病院
横手市上下水道部
来夢代行
よこてシティホール
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社秋田横手直営農場
(株)ヰセキ東北秋田支社 横手営業所
クリーン代行
おものがわ温泉雄川荘
秋田県民共済生活協同組合県南地区事務所



東北電力株式会社 秋田県南営業所
安全代行
鹿島･前田・竹中土木特定建設工事共同企業体成瀬ダム堤体打設ＪＶ工事事務所
株式会社虹の街横手営業所
源川医科器械株式会社 横手営業所
ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ株式会社橫手ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
横手市特別養護老人ホーム
横手市横手保健センター
成瀬ダム原石山採取工事(第１期)大成・佐藤・岩田地崎特定建設工事共同企業体
(株)東北マツダ横手店
日東レンタル（株）横手営業所
株式会社ホーネン
クシダ工業（株）秋田営業所
株式会社ふるさとオートランド
ヨシトキ電気興業有限会社
渡辺パイプ(株)横手サービスセンター
㈱トークス 横手警備センター
東亜リース㈱横手営業所
ＬＥＯ代行
削除不能
西松建設株式会社 秋田道横手出張所
（株）日東レンタル横手福祉レンタルサービス
社会福祉法人社会福祉協議会本部
株式会社スター代行
平鹿設備工業株式会社
株式会社品川合成製作所
農事組合法人樽見内営農組合
秋北道路サービス(株)横手事務所
株式会社ワイズシステム
(株)常盤メディカルサービス横手営業所
株式会社アスター
ケミカルグラウト(株)成瀬ダム作業所工事現場内
トヨタカローラ秋田(株)横手市店
ライフケア広域協業組合
株式会社冨島建設成瀬ダム作業所
(株)サンコーホーム 本社 横手支店
社会福祉法人相和会 特別養護老人ホームビハーラ横手
株式会社トラストシール
社会福祉法人相和会 特別養護老人ホームビハーラ赤坂



社会福祉法人相和会 十文字保育園
横手市消防署西分署
横手市消防署南分署
社会福祉法人横手市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム雄水苑
社会福祉法人横手市社会福祉協議会 山内福祉センター
特別養護老人ホームすこやか大雄
株式会社かんぽ生命秋田支店 横手郵便局かんぽサービス部
株式会社住建
杉山工業株式会社
鳥海自動車株式会社
住友生命保険相互会社 秋田支社 横手分館支部
住友生命保険相互会社 秋田支社 県南教育センター
有限会社 山中電機
株式会社ふるさと燃料サービス配送センター
株式会社ふるさと燃料サービスＬＰガスセンター
ディサービスみなみ
成瀬ダム建設工事
株式会社クツザワ
株式会社北都銀行 横手西支店
日起・朝日ＪＶ
日光建設株式会社 成瀬ダム工事事務所
朝日生命保険相互会社秋田支社横手営業所
日産プリンス秋田販売株式会社横手支店
デイスパ清川の里
株式会社さきがけサービスセンター
株式会社北都銀行浅舞支店
特別養護老人ホーム悠西苑
医療法人平鹿浩仁会
明治安田生命保険(相)横手営業所


