
米代西部森林管理署
中田建設㈱
東北電力ネットワーク株式会社能代電力センター
能代市役所
能代山本広域市町村圏組合能代消防署
秋田県山本地域振興局建設部
黒井産業株式会社　能代自動車学校
畠慶商事㈱
三種町役場山本支所
㈱マルホン
藤里町役場
(株)ユアテック能代営業所
㈱塚清
㈱武田油店
能代警察署
タプロス㈱能代営業所
東日本旅客鉄道㈱秋田支社東能代保線技術センター
㈱秋田重車輌
伊藤栄建設㈱
小玉建設㈱
国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所
北部建設㈱
株式会社能代清掃センター
三種町役場
㈱能代青果地方卸売市場
㈱ソウシン
㈲伊藤組
合名会社能久金物店
斎藤建設㈱
大森建設株式会社
㈱石川組
有限会社富岳工務所
株式会社協立
能代厚生医療センター
㈱北羽新報社
丸神建設㈱
㈱小山建設
斎藤建材㈱
㈱高武建設



嶋工建設工業㈱
株式会社塚本商会
庄内機械㈱
㈱越前谷商店
八峰町役場　
能代山本広域市町村圏組合三種消防署
秋田県山本地域振興局農林部
能代モータースクール
三種町役場琴丘支所
能代市役所　二ツ井地域局
秋北生コンクリート㈱
能代市教育委員会
成田建設㈱
㈱鈴光
㈲北陽建設
三熊興業㈱
㈱ホテル森山館
学校法人渟城学園
第一建設工業株式会社能代工事所
学校法人愛慈幼稚園
学校法人山崎学園能代南幼稚園
あきた白神農業協同組合藤里営農センター
秋田日産自動車㈱能代店
㈱秋田アルス
㈱嶋田建設
秋田トヨペット㈱能代店
大信太工業(株)
秋北観光開発㈱
工藤電気工事㈱
秋田やまもと農業協同組合
畠山建設㈱
山一興業株式会社
秋田やまもと農業協同組合八峰支店
秋田県山本地域振興局福祉環境部
能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署
日産プリンス秋田販売㈱能代支店
㈱メディセオ能代支店
合資会社五十嵐商店
有限会社畠土建



あきた白神農業協同組合二ツ井支店
中友商事㈱
割烹仕出し藤見屋
医療法人双山会森岳温泉病院
太平熔材株式会社能代営業所
秋田トヨタ自動車㈱能代店
株式会社能代通信建設
あきた白神農業協同組合　
能代山本広域市町村圏組合
㈱丸山自動車整備工場
㈱マルサ
幸和機械㈱
第一道路建設㈱
㈱鈴木土建
㈱日沼工務店　能代本店
ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)能代支店
株式会社秋田芝生
東光産業株式会社能代支店
赤塚電気工事㈱
㈱やすとく
㈲フジ住建
秀栄建設(株)
㈲林業小山組
合資会社田村塗装店
前田製管㈱秋田工場
㈱塚本油店
菱秋木材㈱
社会福祉法人轟婦人福祉会轟保育園
秋田県農業共済組合北秋田山本支所
能代市水道事業及び下水道事業
㈲牧建設工業
社会福祉法人山本更生会障害者支援施設大日寮
児玉信長商店
㈱小山油店
山田商事株式会社バイパスＳＳ
㈱都亭プラザ都
㈲若狭組
東北住鋼㈱
認定こども園東能代幼稚園･保育園



能代山本医師会病院
㈱小玉鉄筋工業
㈱エスエスシー
田中建設㈱
イワタニセントラル東北株式会社能代営業所
太平溶材㈱山田出張所
三商物産㈱
吉岡林業㈱
能代カトリックこども園
いなほ化工株式会社
河上薬品マルセ株式会社能代営業所
㈲石井電気工事
㈱テラタ
㈱山根自動車整備工場
㈱コンノ土木
株式会社中西鉄工
東北電力(株)能代火力発電所
有限会社森岳食品
㈲ヒトミ産業
社会福祉法人秋田虹の会障害者支援施設虹のいえ
医療法人京回生会　京病院
保坂電気工事㈱
東北ビル管財㈱能代営業所
㈲友和農業資材
株式会社清水自動車
高田住宅工業㈱
㈲宮腰商事
東北部品㈱秋田工場
㈱ホームドライ
丸水秋田中央水産(株)能代支店
石井工業㈱
㈱平和企業
㈱バイタルネット能代支店
㈱ヨツヤ
㈱ノック
㈱相場商店能代営業所
能代電設工業㈱
㈲平川建材
若美電気工事㈱山本営業所



リコージャパン㈱東北営業本部秋田支社能代事業所
弘八技工㈲
㈱清水企業
株式会社藤里開発公社
ハタハタの里観光事業㈱
秋田県立能代支援学校
医療法人三田医院
白神森林組合
東北興産㈱能代火力事業所
東北ポートサービス㈱能代営業所
東邦薬品㈱能代営業所
ALSOK秋田㈱能代支社
㈲二ツ井清掃社
社会福祉法人能代ふくし会
ナカ通信㈱
東北発電工業㈱能代支社
特別養護老人ホーム希望苑
社会福祉法人三種町社会福祉協議会琴丘ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
㈱大潟印刷
社会福祉法人八竜山本ふくし会
㈱児玉水道ガス工業所
㈱ゆめろん
ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ(株)北日本支社秋田支店能代営業所
独立行政法人地域医療機能推進機構　秋田病院
㈲南建設工業
㈱吉田産業大館支店能代営業所
能代白神リサイクル協同組合
エス・オー・シー㈱秋田工場
社会福祉法人秋田虹の会特別養護老人ホーム「藤里」
㈱今野興業
太平興業㈱能代営業所
北辰工業㈱能代営業所
エース自動車販売㈱
能代代行運転センター
ドラゴン代行社
ヨネサン代行社
能代税務署
こだま代行
バンケットハウス　ｼｬﾄｰ赤坂



㈱能代広域清掃
宝代行
トヨタカローラ秋田(株)能代市店
中央代行サービス
全農東北ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ＪＡクミアイプロパンあきた県北販売所
株式会社能代資源
のしろエネルギーサービス㈱
㈱へいあん秋田　能代典礼会館
つばめ代行
㈱能松
みなみ代行社
ｳﾞｪｵﾘｱ・ｼﾞｪﾈｯﾂ(株)能代営業所
アキモク鉄工㈱
みずき代行
能代山本広域市町村圏組合八峰消防署
社会福祉法人　八峰町社会福祉協議会
㈲平塚自動車工業
㈲能代重機サービス
大進建設工業㈱能代出張所
㈱ｼﾞｪｲｴｲ山本葬祭ｾﾝﾀｰ
社会福祉法人　三種町社会福祉協議会
㈱ｽｶﾞﾃｯｸ秋田事業所
工藤電気工事㈱能代営業所
いまの代行
社会福祉法人能代市社会福祉協議会
㈱ＯＲＩＳＯＮ
日本郵便株式会社能代郵便局
グリーン運転代行社
株式会社五十嵐企画ケアセンターほほえみ
特別養護老人ホーム松波苑
特別養護ホーム海光苑
株式会社湯らくの宿のしろ
㈲水木電気工事
㈱ＴＫリサイクル
安心代行安全運転センター
日本郵便株式会社二ッ井郵便局
日本郵便株式会社東能代郵便局
日本郵便株式会社森岳郵便局
(有)湯の里　森岳温泉ホテル



秋田いすゞ自動車㈱能代営業所
高山建設工業㈱能代営業所
ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東北株式会社能代支店
きみまち代行
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社秋田地区本部能代営業所
山二施設工業㈱能代営業所
メモリアルホールのしろ典礼
秋田スバル自動車㈱能代店
学校法人　明正学園
羽後日産モーター（株）能代店
ダンロップタイヤ東北(株)タイヤランド能代
秋田ダイハツ販売株式会社能代店
株式会社山二能代営業所
アール代行
有限会社鎌田産業
株式会社タクト能代営業所
株式会社秋田銀行能代支店
株式会社青南商事秋田支店能代工場
株式会社みちのく銀行能代支店
株式会社秋田クボタ能代支店
株式会社秋田クボタ三種営業所
株式会社松峰園　ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞ燦々ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
株式会社松峰園　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ清風のしろ
秋田やまもと農業協同組合生産資材センター
秋田やまもと農業協同組合総合営農生活センター
ＪＡ秋田やまもと北部農機センター
秋田やまもと農業協同組合南部農機センター
秋田やまもと農業協同組合南部基幹給油所
秋田やまもと農業協同組合北部営農センター
秋田やまもと農業協同組合北部給油所
株式会社山形部品能代営業所
東北日紅株式会社能代支店
東部液化石油株式会社能代営業所
清水代行
削除不能
株式会社東北マツダ能代店
秋田県立能代松陽高等学校
ＡＯＡ株式会社
カッパ代行



能代フレンド代行
社会福祉法人　藤里町社会福祉協議会
株式会社カナモト能代営業所
能代山本訪問看護ステーション
東北緑化環境保全株式会社能代支社
ましろ代行
生活協同組合コープあきた能代センター
有限会社細田土木
株式会社虹の街能代営業所
(株)北日本冷暖
ひなた代行
富士フイムルＢI秋田(株)能代営業所
秋田県立能代科学技術高等学校
有限会社共栄電気工事
大東建託パートナーズ㈱　能代営業所
西東北日野自動車販売株式会社能代営業所
秋田海陸運送株式会社能代営業所
ＵＤトラックス(株)能代カスタマーセンター
株式会社アルビオン　白神研究所
株式会社アクティオ能代営業所
(株)ヨコハマタイヤジャパン秋田カンパニー能代出張所
株式会社秋田銀行二ツ井支店
東日本旅客鉄道(株)秋田支社東能代統括センター
畑クリーンサービス株式会社
カネコビルド有限会社
株式会社かんぽ生命保険秋田支店能代郵便局かんぽサービス部
医療法人徳州会　ドラゴンクリニック
社会福祉法人　双山会
朝日生命秋田支社　能代営業所
全農東北エネルギー株式会社ＪＡクミアイプロパン秋田サービスセンター
株式会社ワタナベデンキ(三種本店)
株式会社ワタナベデンキ
住友生命保険相互会社　秋田支社　能代東支部
社会福祉法人秋田虹の会　指定障害福祉サービス事務所さくら園
北都銀行　能代支店
つばめの森保育園
有限会社山内自動車商会
(株)サンワ興建
株式会社出羽警備能代営業所



日産部品秋田販売(株)能代営業所
明治安田生命保険相互会社能代営業所
株式会社千葉電機工業


