
協業組合三交モータース商会太平自動車学校
陸上自衛隊秋田駐屯地業務隊
秋田臨港警察署
東日本旅客鉄道㈱秋田総合車両ｾﾝﾀｰ
秋田スバル自動車㈱
㈱粂川クリーニング工場
医療法人久盛会秋田緑ケ丘病院
タプロス㈱
秋田市消防本部土崎消防署
㈱日産サティオ秋田
東北発電工業株式会社秋田支社
東北製綱㈱
丸大食品㈱秋田営業所
㈱カミオ
太平熔材株式会社
三和興業㈱秋田支店
ネッツトヨタ秋田㈱新国道店
マルハ産業株式会社秋田営業所
太平興業㈱秋田支店
秋田活版印刷㈱
東北電力㈱秋田火力発電所
㈱第一水産
大進建設工業㈱
旭建設(株)
㈲工藤堅組
㈱三勇建設
㈱東北架設工業
㈱伊太土木
陸上自衛隊第２１普通科連隊
陸上自衛隊第２１普通科連隊
陸上自衛隊第２１普通科連隊
陸上自衛隊第２１普通科連隊
陸上自衛隊第２１普通科連隊
陸上自衛隊第２１普通科連隊
㈱ヰセキ東北秋田支社
㈱伊藤羽州建設
㈱松紀
臨海食品協業組合
㈱北進



㈱小島商事
ＡＧＣ硝子建材㈱北東北支店
秋田日産自動車㈱臨海店
㈱佐藤海事
藤重建設㈱
企業組合秋田北部清掃興業
日産プリンス秋田販売㈱追分支店
日本郵便株式会社土崎郵便局
学校法人加賀谷学園飯島幼稚園
陸上自衛隊第３５７施設中隊
高山建設工業㈱
秋田県立金足農業高等学校
秋田製錬㈱飯島製錬所
アトレ株式会社
一般財団法人東北電気保安協会秋田事業所
上伸青果株式会社
株式会社Ａコープ東日本 秋田営業所
山瀬青果㈱
㈱川本第一製作所秋田営業所
㈱秋田東水
三建塗装株式会社
秋田ライン興業㈱
大民プロパン㈱
大民石油販売㈱
㈱伊藤ボーリング
やまびこジャパン(株)東北支社秋田営業所
日産部品秋田販売㈱
㈱マルヨ食品
㈱鈴鉦組
みちのくｷｬﾝﾃｨｰﾝ㈱秋田営業所
学校法人高清水幼稚園育栄会
東北興産㈱秋田営業所
学校法人加藤学園認定こども園土崎幼稚園
株式会社最上屋
東北化学薬品㈱秋田支店
㈱カナモト秋田営業所
学校法人秋田ｶﾄﾘｯｸ学園土崎ｶﾄﾘｯｸこども園
㈱ホテル大和
鹿島道路㈱秋田営業所



(株)クラヤ
学校法人外旭川学園
東北冷凍販売㈲
ＪＳＳ秋田ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
日東重機興業㈲
㈱相場商店ガスセンター
Honda CarS秋田 U－Select秋田
秋田共栄物産㈱
ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ(株)東北ｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾌﾄ秋田支店
ミドリ安全秋田㈱
マスプロ電工㈱秋田営業所
㈱クボタ建機ジャパン秋田営業所
(株)関口秋田支店
学校法人加賀谷学園将軍野幼稚園
医療法人久幸会（今村病院）
㈱NIPPO 秋田統括事業所
太陽産業(株)秋田営業所
川崎電機工業㈱
ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ株式会社秋田支店
日本機械工業株式会社
㈱瀬川勝雄商店秋田支店
生活協同組合コープあきた中央センター
オークス㈱
三菱農機販売株式会社秋田支店
東日本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱秋田支社
昭産商事(株)秋田支店
医療法人惇慧会外旭川病院
みちのく自動販売機サービス㈱秋田営業所
㈱かねひろ
㈱オールホンダ
(株)秋田クボタ
佐田建設工業㈲
公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター
総合施設㈱
秋田日化サービス㈱
港北幼稚園
トヨタカローラ秋田㈱
富士鉱油㈱秋田支店
㈱三亀産業



㈱布谷電機
株式会社計測技研
秋田中央生コン㈱
㈲丸ノ内サービス
コントラ㈱
㈱測地コンサルタント
㈲東明建設
北辰工業㈱秋田営業所
㈲山本型枠工業
小玉建材興業㈱
㈱秋田デイックライト
髙瀬物産㈱秋田支店
河村空調テクニカルズ㈱
東北緑化環境保全㈱能代支社秋田事務所
東北カッター株式会社秋田営業所
ナガハマコーヒー㈱
秋田トヨタ自動車㈱追分店
介護老人保健施設千秋苑
太平化成工業㈱
宗教法人東方之光秋田エリア
㈱佐藤設備工業
株式会社清水ゴム商会
日管設備工業㈱
㈱林工務店
㈱南部建設興業
㈱こすもす秋田
ネオス㈱秋田営業所
日立グローバルライフソリューション(株)函館・北東北支店秋田営業所
東日本フード㈱東北第一事業部秋田営業部
㈱西組秋田営業所
世紀東急工業㈱秋田営業所
㈱両羽秋田支店
㈱センカ
株式会社 青南商事秋田支店
(株)髙田工業
全国農業協同組合連合会秋田県本部米穀部
一般財団法人秋田県青年会館
障がい者支援施設ほくと
合名会社保坂工業



ＴＯＨＯ㈱秋田事業所
(株)セキノ興産秋田店
㈱秋田故紙センター
㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭センター
社会福祉法人秋田福祉協会指定障害者支援施設小又の里
株式会社かんきょう
介護老人保健施設あいぜん苑
生活協同組合コープあきた
保坂商會
抜運転代行社
㈲ひふみ代行
サニー代行
ニューセブン代行社
秋田北税務署
㈱ケーワイズ
㈱昭和コーポレーション秋田事業所
㈱ヌノタニ
公立大学法人 秋田県立大学
㈱ナックテック
コロナセントラルサービス株式会社秋田営業所
秋田海上保安部
㈱コスギ
(株)新栄建設
創価学会秋田文化会館
ピーチ代行
指定障害者福祉サービス事業所愛心苑
いしやま内科腎クリニック
石油資源開発株式会社秋田事業所
ダンロップタイヤ東北株式会社秋田営業所
㈱角繁秋田事業センター
㈱新和工芸
コベルコ建機日本㈱秋田営業所秋田工場
㈱真坂通建
日本食研㈱秋田支店
住友建機販売㈱北海道東北統括部秋田支店
イオン東北株式会社
秋田いすゞ自動車㈱
真心代行
日本メッキ㈱



菊長商事㈱
日本郵便株式会社追分郵便局
医療法人久盛会介護老人保健施設三楽園
常盤電業㈱秋田営業所
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱秋田営業部
協業組合秋田クリーン
タニコー㈱秋田営業所
全農秋田県本部 生産資材部肥料農薬総合課
北日本くみあい飼料㈱北東北支店秋田営業所
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱CS社東北社秋田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
Ｈｏｔ代行
フレンド代行
有限会社宅配こまち
医療法人正和会 五十嵐記念病院
株式会社三光丸秋田北営業所
１９代行
三和シャッター工業(株)秋田統括営業所
羽後発変電工事株式会社
青い鳥代行社
㈱日立産機ｼｽﾃﾑ 秋田ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
ｅｃｏ．トランスポート(株)
(株)ＬＩＸＩＬトータルサービス秋田営業所
㈱カーエレック秋田
㈱東環
秋田ノーミ㈱
陸上自衛隊第２普通科直接支援中隊
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ秋田店
代行嵐
特別養護老人ホーム高清水寿光園
株式会社ＬＩＸＩＬトータル販売秋田支店
株式会社 アキケン
羽後日産モーター（株）土崎店
株式会社巴商会秋田営業所
秋田厚生医療センター
陸上自衛隊第105施設直接支援大隊第２直接支援中隊秋田派遣隊
秋田ダイハツ販売(株)土崎店
ＵＣＣコーヒープロフェッショナル株式会社秋田支店
チコーエンジニアリング株式会社秋田営業所
クボタアグリサービス株式会社秋田事務所



一般財団法人東北電気保安協会秋田事業本部
ヤマト代行
ツクイ秋田土崎
スイーツ代行
東亜リース株式会社秋田営業所
有限会社 道儀商店
ひかり代行
株式会社秋田銀行土崎支店
社会福祉法人秋田中央福祉会特別養護老人ホーム金寿園
株式会社松紀低温物流センター
株式会社コハタ秋田営業所
(株)常盤メディカルサービス秋田営業所
(株)みづき
ユニオン代行
ニューズリズム代行
株式会社山形部品秋田中央営業所
秋田電気工事協同組合
株式会社西岡
(株)ﾄｰﾖｰﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ秋田営業所
株式会社アイマール
株式会社大門商店
株式会社国際商事
株式会社セイフコ秋田支店
(株)ＹＡＭＡＮＡＫＡ秋田工場
きずな代行
株式会社東北マツダ 秋田北店
株式会社ハートデリバリー明治けんこう宅配便秋田店
株式会社保健科学研究所秋田営業所
代行ＭＡＸ
東北興産株式会社秋田火力事業所
株式会社秋田サンロード
株式会社みづき ブーケティング低温センター
株式会社 福井
秋田港湾事務所
外旭川訪問看護ステーション
株式会社中央建装
パナソニック産機システムズ（株）
有限会社 石川鉄工所
医療法人 運忠会



ナイス外旭川店
クロスウィルメディカル(株)秋田支店
株式会社システムアート
株式会社カンエツ 秋田営業所
米久㈱秋田支店
令和代行
株式会社シグマット秋田支店
ドコモショップ秋田新国道店
(有)三浦造園設計事務所
合同会社ハーモニー
株式会社冷凍技術工業所 秋田営業所
削除不能
㈱スズキアリーナ秋田中央 
ニューパフェ代行
有限会社加賀谷新聞店
全農物流株式会社 秋田支店
トヨタカローラ秋田株式会社 追分店
(公社)秋田県トラック協会
株式会社オールホンダ 中野店
株式会社東流社 秋田営業所
三浦重工業株式会社 秋田工場
秋田船川税関支署
有限会社桑原電設
(有)矢留代行
前田製管(株)秋田支店
科研製薬(株)北日本支店 北東北営業所 秋田学術資料室
きたえるーむ秋田土崎
イワタニセントラル東北(株)秋田営業所
東北電材株式会社
ＤＯＷＡマネジメントサービス(株)秋田地区センター
有限会社育栄テクノ
中央商建有限会社
株式会社ＪＡなまはげライフサービスセルフ北
(株)シマヤ秋田事業所
フクシマガリレイ(株)秋田営業所
鹿島建設(株)秋田港洋上風力発電建設工事事務所
ホシザキ東北(株)秋田営業所
秋田ユニキャリア販売株式会社
(株)ウェッズ秋田営業所



株式会社アクティオ秋田営業所
株式会社アキレイ秋田営業所
General Electric International Inc.
ＵＤトラックス(株)秋田カスタマーセンター
株式会社日本ケアサプライ秋田営業所
マスターピースクラフト株式会社
富士フィルムＢＩ秋田株式会社
泉谷工業株式会社
外旭川デイサービスセンター幸
(株)佐原組
株式会社吉田工務店
有限会社 千秋商事
日本地下水開発株式会社秋田営業所
ロイヤルモーター株式会社
ロイヤルモーター株式会社ＡＵＤＩ秋田
有限会社高富製作所
株式会社鈴木空調機器
株式会社インテライフ
住友生命保険相互会社 秋田支社 金足支部
来楽株式会社
株式会社秋田ステージ
ホット代行
ケイエス有限会社
有限会社小西タイヤ
住友生命保険相互会社 秋田支社 県南教育センター


