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弘前 弘前第11号 弘前地区労働基準協会 弘前市 弘前市福田字福岡10 0172-26-0663 その他施設 H16

むつ むつ第36号 東通村あわび種苗センター 東通村 東通村小田野沢字浜通78-24 0175-48-2760 その他施設 H16

むつ むつ第37号 東通村防災センター 東通村 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111原子力対策課 その他施設 H16

むつ むつ第44号 東通村斎場 東通村 東通村砂子又字蛙谷地10-9 0175-48-2626 その他施設 H16

むつ むつ第47号 東通村尻屋崎公園ビジターハウス 東通村 東通村尻屋字念仏間37-20地内 0175-27-2111商工観光課 その他施設 H16

青森市 青森第173号 一般社団法人青森県薬剤師会 青森市 青森市浪打1-16-17 017-742-8821 その他施設 H17

弘前 弘前第65号 道の駅いかりがせき　厠棟 平川市 平川市碇ヶ関字碇石13-1 0172-49-5020 その他施設 H17

弘前 弘前第66号 たけのこの里 交流センター 平川市 平川市碇ヶ関字東碇ヶ関山1-128 0172-45-3131 その他施設 H17

上十三 上十三第79号 七戸町農産物加工開発研修センター 七戸町 七戸町字山舘25-1 0176-62-9933 その他施設 H18

上十三 上十三第80号 七戸町中山間活性化センター 七戸町 七戸町字山舘25-1 0176-62-9933 その他施設 H18

上十三 上十三第81号  七戸町農業センター管理棟（花卉直売所） 七戸町 七戸町字左組106-19 0176-62-9933 その他施設 H18

上十三 上十三第82号 七戸町花き集出荷施設 七戸町 七戸町字山舘25-1 0176-62-9933 その他施設 H18

上十三 上十三第94号 七戸町就業改善センター 七戸町 七戸町字蛇坂57-36   0176-62-2051 その他施設 H18

上十三 上十三第107号 七戸町農産物加工施設 七戸町 七戸町字山屋123-14 0176-62-9933 その他施設 H18

上十三 上十三第135号 道の駅しちのへ 七戸町 七戸町字荒熊内67-94 0176-62-5777 その他施設 H19

上十三 上十三第137号 まちの駅（七戸町） 七戸町 七戸町字七戸294 0176-60-1201 その他施設 H19

上十三 上十三第162号 ＣＶＳエキスプレスえびな 七戸町 七戸町字家ﾉ裏28-1 0176-68-4566 その他施設 H19

上十三 上十三第182号 道の駅とわだ 十和田市 十和田市伝法寺字平窪37-2 0176-28-3790 その他施設 H20

上十三 上十三第185号 十和田市観光物産館 十和田市 十和田市奥瀬字堰道39-1 0176-72-3201 その他施設 H20

五所川原 五所川原第169号 し～うらんど海遊館 五所川原市 五所川原市磯松山の井115-126 0173-27-7373 その他施設 H21

上十三 上十三第230号 道の駅「ろくのへ」メイプルふれあいセンター 六戸町 六戸町犬落瀬字後田87 0176-55-4131 その他施設 H21

東 青森第369号 龍飛岬観光案内所　龍飛館 外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩龍浜59-12 0174-31-8025 その他施設 H22

五所川原 五所川原第178号 五所川原市民学習情報センター 五所川原市 五所川原市岩木町12 0173-35-2111 その他施設 H22

弘前 弘前第482号 やすらぎ聖苑 平川市 平川市新屋町田川204－1 0172-43-5052 その他施設 H26

弘前 弘前第509号 斎場鶯郷苑 大鰐町 大鰐町大字大鰐字北山44番 0172-48-3411 その他施設 H26

弘前 弘前第511号 大鰐温泉スキー場雨池コミュニティセンター 大鰐町 大鰐町大字虹貝字清川48番2 0172-49-1023 その他施設 H26

五所川原 五所川原第284号 鰺ヶ沢町浄水場 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町赤石町字川原地77-24 0173-72-2111 その他施設 H26

五所川原 五所川原第286号 イトウ養殖場 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町一ﾂ森字崩ヶ沢40 0173-72-2111 その他施設 H26

五所川原 五所川原第287号 アユ養殖場 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町一ﾂ森崩ヶ沢40 0173-72-2111 その他施設 H26

五所川原 五所川原第288号 アユ中間育成施設 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町赤石町字世永336 0173-72-2111 その他施設 H26

五所川原 五所川原第289号 アユ種苗生産施設 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町赤石町字砂山147 0173-72-2111 その他施設 H26

上十三 上十三第294号 三沢市農産物加工施設 三沢市 三沢市三沢字大津53-1 0176-54-2131 その他施設 H26

上十三 上十三第330号 市民活動ネットワークセンターみさわ 三沢市 三沢市松園町2丁目62－1 0176－53－5111 その他施設 H26

上十三 上十三第350号 有戸地区はまなすふれあいセンター 野辺地町 野辺地町字小沢平122-1 0175-68-2310 その他施設 H26

五所川原 五所川原第381 号 ウェスパ椿山　ガラス工房「HOO] 深浦町 深浦町大字舮作字鍋石226－1 0173-75-2261 その他施設 H27

五所川原 五所川原第382 号 ウェスパ椿山　「昆虫館] 深浦町 深浦町大字舮作字鍋石226－1 0173-75-2261 その他施設 H27

五所川原 五所川原第383 号 ウェスパ椿山　「展望温泉] 深浦町 深浦町大字舮作字鍋石226－1 0173-75-2261 その他施設 H27

むつ むつ第328号 一般社団法人　東通村産業振興公社 東通村 東通村大字野牛字野牛川61‐6 0175-47-2115 その他施設 H27

むつ むつ第329号 東通村営第2牧場　農用馬繁殖施設 東通村 東通村大字野牛字野牛川62‐12 0175-47-2115 その他施設 H27

むつ むつ第330号 東通村加工研究センター 東通村 東通村大字野牛字野牛川62‐12 0175-47-2115 その他施設 H27

むつ むつ第331号 東通村畜産資料展示館 東通村 東通村大字野牛字野牛川61‐6 0175-47-2115 その他施設 H27

むつ むつ第355号 曹洞宗円祥山大安寺 むつ市 むつ市大畑町本町80番地　大安寺内 0175-34-2926 その他施設 H27

青森市 保健衛生第140号
青森県男女共同参画センター・
青森県子ども家庭支援センター

青森市 青森市中央3-17-1 017-732-1010 その他施設 H28

青森市 保健衛生第142号 青森市総合福祉センター 青森市 青森市中央三丁目16番1号 017-722-4517 その他施設 H28

青森市 保健衛生第143号 あおもり旬味館 青森市 青森市石江高間140-2 017-734-1211 その他施設 H28
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青森市 保健衛生第170号 公益社団法人　青森県物産振興協会 青森市 青森市安方一丁目1-40 017-777-4616 その他施設 H28

東 青森第455号
外ヶ浜町三厩健康増進センター
みんまや よしつねの湯

外ヶ浜町 外ヶ浜町字三厩新町100-1 0174－31－1111 その他施設 H28

東 青森第457号 体験交流センター 今別町 今別山国有林地内 0174－35－2091 その他施設 H28

東 青森第465号 聞法寺 外ヶ浜町 外ヶ浜町字平舘元宇田52 0174－25－2712 その他施設 H28

弘前 弘前第844号 藤崎町斎場 藤崎町 藤崎町大字藤崎字唐糸27 0172-75-2189 その他施設 H28

上十三 上十三第437号 道の駅「よこはま」菜の花プラザ 横浜町 横浜町字林ノ脇79-12 0175-78-6687 その他施設 H28

東 青森第519号 外ヶ浜町ふるさとセンター 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐元宇鉄84-1 0174-37-2250 その他施設 H29

東 青森第523号 外ヶ浜町湯ノ沢温泉ちゃぽらっと 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢150 0174-25-2011 その他施設 H29

東 青森第524号 外ヶ浜町総合福祉センター健康浴場ぽっぽ湯 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-22-2951 その他施設 H29

東 青森第525号 外ヶ浜町中山間活性化施設道の駅たいらだて 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢1-3 0174-31-1228 その他施設 H29

五所川原五所川原第554号 深浦町フィットネスプラザ「ゆとり」 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 その他施設 H29

上十三 上十三第 490号 十和田市十和田湖観光　交流センター(ぷらっと) 十和田市 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 0176-51-6771 その他施設 H29

上十三 上十三第 513号 三沢市民の森　温泉浴場 三沢市 三沢市大字三沢字淋代平１１６－２９４５ 0176-59-3388 その他施設 H29

五所川原 五所川原第607号 フィットネスクラブウイング五所川原店 五所川原市 五所川原市広田字栁沼116‐3 0173-34-6110 その他施設 H30

弘前 弘前第1009号 道の駅　津軽白神 西目屋村 大字田代字神田219-1 0172-85-2855 その他施設 H30

三戸 八戸第748号 蕪島休憩所 八戸市 八戸市大字鮫町字鮫93番地先  0178-43-9252（八戸市観光課） その他施設 H30

弘前 弘前第1014号 フィットネスクラブウイング弘前店 弘前市 弘前市青山５丁目27-6 0172-38-8131 その他施設 H30

三戸 八戸第791号 フィットネスクラブウイング八戸店 八戸市 八戸市江陽2-9-29 0178-22-4171 その他施設 H30

上十三 上十三第６２３号  フィットネスクラブウィング三沢店 三沢市 ⻘森県三沢市三沢字下久保57−3 0176-57-4121 その他施設 30

上十三 上十三第６２９号  フィットネスクラブウィング十和田店 十和田市 青森県十和田市元町西二丁目13－16 0176-24-1811 その他施設 H30

東 青森第550号 有限会社マツオスーパー 外ヶ浜町 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田146－2 0174-22-2057 その他施設 H30

東 青森第554号 平内町斎場つきのき聖苑 平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小沢43 017-755-2111 その他施設 H30

青森市 保健衛生第４０８号 株式会社グローバルフィールド 青森市 五戸町字両ノ沢6-1 0178-61-1511 その他施設 R1

青森市 保健衛生第４２３号 マコ美容室 青森市 青森市古川3丁目12-13 017-776-5000 その他施設 R1

弘前 弘前第1117号 社会福祉法人　つがる三和会　給食センター 弘前市 弘前市大字神田4丁目6-22 0172-88-8890 その他施設 R1

三戸 八戸第833号 hair support G next 八戸市 八戸大字湊町字新井田道9-5 0178-31-4726 その他施設 R1

五所川原 五所川原第650号 愛子美容室 五所川原市 青森県五所川原市上平井町106-2 0173-35-4663 その他施設 R1

五所川原 五所川原第651号 ルコ美容室 五所川原市 青森県五所川原市金木町朝日山353-14 0173-52-3253 その他施設 R1

五所川原 五所川原第655号 ごしょつがる農業協同組合　本店 五所川原市 青森県五所川原市大字野里字奥野100番地 0173-27-3300 その他施設 R1

五所川原 五所川原第658号 金木観光物産館「マディニー」 五所川原市 青森県五所川原市金木町朝日山195-2 0173-54-1155 その他施設 R1

五所川原 五所川原第659号 ごしょつがる農業協同組合七和支店 五所川原市 青森県五所川原市大字持子沢笠野前235-3 0173-42-9114 その他施設 R1

五所川原 五所川原第660号 ごしょつがる農業協同組合北支店 五所川原市 青森県五所川原市大字沖飯詰帯刀364-4 0173-39-5500 その他施設 R1

五所川原 五所川原第661号 ごしょつがる農業協同組合三好支店 五所川原市 青森県五所川原市大字鶴ヶ岡川袋38-4 0173-36-2201 その他施設 R1

五所川原 五所川原第662号 ごしょつがる農業協同組合木造総合支店 つがる市 青森県つがる市木造森山3-2 0173-35-2416 その他施設 R1

五所川原 五所川原第663号 ごしょつがる農業協同組合五所川原支店 五所川原市 青森県五所川原市川端町11-7 0173-29-2115 その他施設 R1

五所川原 五所川原第669号 深浦町白神十二湖エコ・ミュージアム 深浦町 青森県西津軽郡深浦町大字松神字松神山1-3 0173-77-3113 その他施設 R1

三戸 八戸第874号 はちえきキャンバスin八日町 八戸市 八戸市八日町8番　八戸液化ガスビル2階 0178-28-2111 その他施設 R2

三戸 八戸第875号 八戸液化ガス株式会社　是川特定製造所 八戸市 八戸市是川1丁目6番1 0178-28-2111 その他施設 R2

上十三 上十三第700号 天然温泉　まつのゆ 東北町 東北町上北北1‐34‐49 0176‐56‐5953 その他施設 R2

上十三 上十三第707号 奥入瀬温泉 十和田市 十和田市大字赤沼字和田表14‐2 0176‐22‐2511 その他施設 R2


