
事業所名

本荘自動車学校
由利本荘市役所
村岡建設工業㈱
東北電力株式会社本荘電力センター
㈱大滝
長田建設㈱
㈱三浦組
秋田県由利地域振興局　建設部
由利本荘市役所西目総合支所
菊地建設㈱
小林工業㈱
株式会社ユアテック本荘営業所
㈱三尺堂商店
由利本荘市役所　由利総合支所
中川石油(株)ラビットセンター本荘
山勇建設工業㈱
株式会社池田
サイシン商事株式会社
木内組土建株式会社
東北森林管理局由利森林管理署
㈱スダキ商事
㈱山田塗料店
秋田プリマ食品㈱
鳥海プラント㈱
株式会社吉田工務店
秋田県由利地域振興局農林部
秋田県立西目高等学校
由利本荘警察署
由利本荘市消防署
みちのくｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱本荘営業所
由利工業株式会社
秋田カイハツ生コンクリート株式会社由利工場
高橋秋和建設㈱
愛和商事㈱
羽後建機㈱
㈱大沼組
由利本荘市役所東由利総合支所
㈱小田興業
由利組合総合病院
由利本荘市役所　岩城総合支所
日本郵便株式会社本荘郵便局
秋田しんせい農業協同組合北部営農ｾﾝﾀｰ
㈱佐藤組
秋田県心身障害者コロニー
株式会社齋彌酒造店
㈲佐東製材所　佐東木材
㈱三浦組
秋田しんせい農業協同組合本荘支店
(有)長谷山建設
㈱昭和興業
㈱テイゾー西目中央給油所
木内商機㈱
秋田トヨタ自動車㈱本荘店
由利本荘市役所大内総合支所
本荘電気工業㈱本社分室
子吉保育園
社会福祉法人石脇福祉会内越保育園



社会福祉法人多宝会石沢保育園
加藤施設工業㈱
㈱堀井建設
黒木自動車工業株式会社
㈱松永工務店
葵工業㈱
㈱齋藤組
㈱まるぜん住宅設備
由利タイヤ㈱
㈱新星電気工業
㈲猪股林業
秋田トヨペット㈱本荘店
本荘由利森林組合
本荘由利広域市町村圏組合
㈲高山製麺
秋田県農業共済組合　由利支所
㈲佐藤工務店
菊地工業㈱
秋田日産自動車㈱本荘店
日産プリンス秋田販売㈱本荘支店
前田道路㈱秋田合材工場
由利本荘市企業局
(有)鈴木土建
由利石油㈱
コマツ秋田株式会社由利支店
ホンダヤマシナ㈱本荘店
㈱ホテルアイリス
㈱東北マツダ　本荘店
有限会社　由利工務店
㈱由利清掃サービス社
医療法人荘和会
株式会社ミナミ保険由利本荘店
㈲池田建材
㈲大庭建設
ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱由利本荘支店
大城電機工業㈱
㈲高橋土木
㈲小松住宅設備機器
株式会社バイタルネット本荘支店
(株)秋田クボタ本荘支店
西目瓦製造株式会社
㈲新山自動車
(株)丸宇建設
高原建設㈱
独立行政法人国立病院機構あきた病院
荘内ガス㈱本荘営業所
㈱岩城建設
㈲小野電気
㈱大進ダスキン喜び　
株式会社　赤川組
羽後日産モーター㈱本荘営業所
本荘スバル自動車㈱
トヨタカローラ秋田㈱本荘店
㈱日産サティオ秋田本荘店
㈱秋田新電元
備前鉄工㈱
一般社団法人由利本荘医師会
秋田いすゞ自動車㈱由利営業所
天理教由利分教会



一般財団法人東北電気保安協会本荘事業所
（株）本荘グランドホテル
廣瀬産業㈱
㈱長谷部工務店
株式会社小松組
㈱三浦製材所
㈲トランスポート大友
㈲大洋環境開発工業
(株)セキノ興産本荘店
秋田アスレチッククラブ本荘
山忠設備㈲
㈲マルトク
マサキ産業㈱
秋田ハウス㈱
秋田県立由利工業高等学校
㈱さいせい
㈱三栄機械
株式会社栄進電器
㈱三共施設
㈱香楽園
石油資源開発㈱秋田事業所由利原鉱場
㈱ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北・東北本荘中央店
東日本旅客鉄道㈱羽後本荘保線技術センター
(株)鳥海リース
株式会社相場商店本荘営業所
㈲オリエ商会
菊吉建設㈱
佐々木商店
㈲高橋鉄筋工業
㈲秋田鋼板リース
㈱安楽
㈱あおい装飾
㈱サトウ重機
㈱コウジマ工業
㈲本荘美化センター
㈱北陽技術コンサルタント
山二施設工業㈱本荘営業所
(株)佐藤土建
㈱鈴木土木工業
秋田県消防学校
社会福祉法人中央会
株式会社ミウラにしめ湯っ娘ランド
㈱黄桜の里
鴻池メディカル㈱秋田営業所
㈱秋田石材
㈲西目配管施設
㈱共立設備
㈲マサカ電機
㈱ほくとう本荘営業所
社会医療法人青嵐会本荘第一病院
松山建設工業㈱
㈲まるいち
㈲スポーツショップヨシダ
秋田県立ゆり支援学校
㈲工藤組
秋田しんせい農業協同組合本店
由利本荘市社会福祉協議会
㈱大内町交流センター
㈱本荘由利中央青果市場



秋田県由利地域振興局福祉環境部
株式会社ヤクシン
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
秋田県立岩城少年自然の家
株式会社岩城　岩城ｱｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ事業課
社会福祉法人久盛福祉会　介護老人健施設あまさぎ園
ニチイケアセンター本荘
㈱ジョンソン設備管理
社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会東由利支所
㈱公企業ﾊﾟｲﾌﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽｲｼﾔﾏ由利本荘営業所
秋田県立由利高等学校
ニコちゃん代行
ドリーム代行
社会福祉法人本荘久寿会特別養護老人ホームひまわり
社会福祉法人本荘久寿会介護老人保健施設ひまわりの里
本荘税務署
株式会社北都銀行本荘支店
スポ少年クラブ
わかば代行
北斗代行
社会福祉法人　由利本荘市社会福祉協議会　大内支所
第一建設工業㈱本荘工事所
社会福祉法人　由利本荘市社会福祉協議会岩城支所
中村鉄工㈱
㈲藤崎鉄筋工業
由利本荘市役所　矢島総合支所
山科建設株式会社
秋田しんせい農業協同組合鳥海支店
由利本荘市役所　鳥海総合支所
小坂工業㈱
㈱ウチヤ機械テック
株式会社赤石組
㈲大一石油
由利本荘市消防署矢島分署
株式会社　鈴木組
佐藤建設株式会社
株式会社大友組
矢島木材乾燥株式会社
小林テック株式会社
（有）ササヤ
三幸木材
天寿酒造㈱
㈲牧農機商会
㈲環境保全興業
真坂建設株式会社
佐々木畜産
㈲三浦土木
㈲共栄板金工業所
カク長土建
矢島生コン㈱
社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会矢島支所
㈱鳥海高原ユースパーク
矢島建設㈱
ホテルフォレスタ鳥海
湯ノ沢温泉ホテルまさか
ファースト代行
ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙ東北㈱本荘営業所
㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田しんせいｻｰﾋﾞｽ由利自動車ｾﾝﾀｰ
ALSOK秋田㈱本荘支社



㈱羽後林産
㊂（まるさん）代行
（有）周防工務店
有限会社藤翔
ケアステーション　ゆうゆう
小林代行
学校法人鶴舞学園　認定こども園若草幼稚園・保育園
有限会社小松電業
ながほり建材有限会社
東北労働金庫本荘支店
㈲伊東建設
東邦薬品㈱本荘営業所
㈲ライフサービス
かごや代行
池田ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ＆ｼｽﾃﾑ(株)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｼｮｰﾄｽﾃｨ「わかば」
日本郵便株式会社岩城郵便局
総合施設㈱本荘支店
全農畜産ｻｰﾋﾞｽ㈱由利本荘SPF豚ｾﾝﾀｰ
（株）秋田ダイドー第一営業部
シルバー代行
秋田しんせい農業協同組合ふれあい泉の里
土田建設㈱
(株)佐藤建設工業
日産部品秋田販売(株)本荘営業所
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社秋田地区本部本荘営業所
有限会社よろ津や
ゆう×ゆう代行
Ｔ’ｍ（ティーエム）代行
№１代行
秋田ダイハツ販売株式会社本荘店
秋田しんせい農業協同組合中央部営農センター
株式会社羽田
秋田しんせい農業協同組合北部農機センター
秋田しんせい農業協同組合東部営農センター
老人福祉施設白百合苑
ディサービスセンター鮎川
生活協同組合コープあきた由利センター
セーフティ代行サービス
有限会社三共エンジニアリング
株式会社秋田銀行本荘支店
株式会社秋田銀行本荘東支店
日建リース工業株式会社秋田支店
株式会社ＴＴＫ秋田支店本荘営業所
秋田県立本荘高等学校
日本ｴｱ・ﾘｷｰﾄﾞ株式会社秋田サイト
有限会社岡村建設
(株)ユーラステクニカルサービス秋田事業所
株式会社山形部品本荘営業所
(株)ジェイエイ秋田しんせいサービス
㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田しんせいｻｰﾋﾞｽ本荘中央給油ｾﾝﾀｰ
Ａｺｰﾌﾟおおうち
㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田しんせいｻｰﾋﾞｽ大内自動車ｾﾝﾀｰ
アサヒ代行
(株)アキタ保険フレスポ本荘店
タプロス(株)由利本荘営業所
社会福祉法人由愛会由利本荘市特別養護老人ホーム｢鳥寿苑」
指定通所介護事業所　通所介護「ほっと」
由利本荘地域生活支援センター
障害者支援施設はまなす園



アイ代行
特別養護老人ホーム東光苑
ケアステーション・愛
日立建機日本株式会社　本荘営業所
株式会社速水商店
株式会社ヰセキ東北本荘営業所
株式会社佐藤塗工
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社秋田支社秋田営業部本荘営業所
由利本荘市消防本部
特別養護老人ホーム　広洋苑
合資会社　小園旅館
ベスト代行
東日本電気エンジニアリング㈱羽後本荘サービスセンター
有限会社ＤＡＩＫＯ ＵＧＯ
秋田医療福祉株式会社
特別養護老人ホームあじさいの郷
秋田精工株式会社
秋田県立大学本荘キャンパス
株式会社大内交通サービス
鳥海ダム工事事務所
前田建設工業株式会社鳥海ダム事務所
虹の街グループホーム本荘
山科道路土木株式会社
大内モーター株式会社
株式会社広田薬品販売本荘営業所
山二環境機材(株)本荘営業所
富士フイルムＢＩ秋田株式会社由利本荘営業所
本荘設備工業株式会社
小松測量設計株式会社
由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」
株式会社すまいえ不動産
由利高原鉄道株式会社
(株)みなと瓦
株式会社かんぽ生命保険秋田支店本荘郵便局かんぽサービス部
アカリ建設
学校法人　秋田キリスト教学園　認定こども園　本荘幼稚園
削除不能
株式会社出羽警備　由利本荘営業所
鹿島建設(株)東北支店TDK本荘工場東サイト生産エリア拡張工事事務所
池田ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ＆ｼｽﾃﾑ(株)看護小規模多機能･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわかばｲｰｽﾄ
特別養護老人ホーム　夢うさぎ
有限会社ミノル建築
池田ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ＆ｼｽﾃﾑ(株)介護相談ｽﾃｰｼｮﾝ
介護老人保健施設グランドファミリー西目
西松建設株式会社北日本支社鳥海出張所
あかつき代行


