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青森市 保健衛生第44号 青森県タクシー協会 青森市 青森市浜田字豊田139-21 017-739-0545 タクシー等 H22

青森市 保健衛生第45号 東日本ライフ運輸㈱ 青森市 青森市野木字山口164-52 017-762-2338 タクシー等 H22

三戸 八戸第300号 文化タクシー 八戸市 八戸市類家4-21-8 0178-22-0193 タクシー等 H22

上十三 上十三第246号 特定非営利活動法人　生きがい十和田（タクシー事業部） 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-2777 タクシー等 H22

上十三 上十三第247号 特定非営利活動法人　生きがい十和田（タクシー事業部） 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-2777 タクシー等 H22

上十三 上十三第248号 特定非営利活動法人　生きがい十和田（タクシー事業部） 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-2777 タクシー等 H22

上十三 上十三第249号 特定非営利活動法人　生きがい十和田（タクシー事業部） 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-2777 タクシー等 H22

上十三 上十三第250号 特定非営利活動法人　生きがい十和田（タクシー事業部） 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-2777 タクシー等 H22

五所川原 五所川原第204号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所ハイエース青森800さ94-08

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第205号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所シエンタ青森800む48-77

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第206号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所ﾛｰｻﾞ青森800さ66-55

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第207号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所ハイエース青森800さ77-06

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第208号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所キャラバン青森56ま14-16

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第209号
社会福祉法人中泊町社会福祉協議会
小泊支所アトレー青森80い・・15

中泊町 中泊町小泊字朝間25 0173-64-2905 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第217号 中泊町役場マツダステーションワゴン青森56ま7191 中泊町 中泊町中里字亀山434-1 0173-57-2111 タクシー等 H23

五所川原 五所川原第218号 中泊町役場三菱青森22や618 中泊町 中泊町中里字亀山434-1 0173-57-2111 タクシー等 H23

弘前 弘前第461号 公用車（ラフェスタ：500め1483） 弘前市 弘前市蔵主町4 0172-32-2401 タクシー等 H24

弘前 弘前第463号 公用車（レガシィ：500て8084） 弘前市 弘前市蔵主町4 0172-32-2401 タクシー等 H24

弘前 弘前第464号 公用車（レガシィ：500た8698） 弘前市 弘前市蔵主町4 0172-32-2401 タクシー等 H24

東 青森第390号 巡回バス（ヒノリエッセ）　青森さ　200-539 今別町 今別町大字今別字中沢3-12 0174-35-2001 タクシー等 H26

東 青森第391号 巡回バス（ヒノリエッセ）　青森さ　200-850 今別町 今別町大字今別字中沢3-12 0174-35-2001 タクシー等 H26

東 青森第392号 巡回バス（ヒノメルファ）　青森は　200-191 今別町 今別町大字今別字中沢3-12 0174-35-2001 タクシー等 H26

弘前 弘前第512号 ﾆｯｻﾝ　ｴｸｽﾄﾚｲﾙ　青森800　す　3005 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第513号 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ青森580に7459 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第514号 ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ青森500 つ7829 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第515号 ｽﾊﾞﾙｽﾃﾗ青森580そ1004 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第516号 ｽﾊﾞﾙ ｽﾃﾗ青森580そ 1005 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第517号 ｽﾊﾞﾙ ｽﾃﾗ青森580 き5427 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第518号 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾟｰﾄﾅｰ青森400せ8740 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第519号 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ青森480え8281 大鰐町 羽黒館5番3大鰐町大字大鰐字 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第520号 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ青森400く4811 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第521号 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾗﾄﾞ青森300せ9185 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第522号 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ青森40も1854 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第523号 ﾆｯｻ ｴｸｽﾄﾚｲﾙ青森300て4469 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第524号 ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏ青森300の6721 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第525号 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ青森480い9619 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第526号 ﾐﾂﾋﾞｼ ｷｬﾝﾀｰ青森44に1781 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第527号 ﾋﾉ ｾﾚｶﾞ　青森22や824 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚40番14 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第528号 ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ　青森500み3135 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第529号 ｲｽｽﾞ ｶﾞｰﾗﾐｵ青森200は47 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚40番14 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第530号 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ青森40も2077 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第531号 ﾆｯｻﾝ ｼﾋﾞﾘｱﾝ青森200さ207 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 タクシー等 H26

弘前 弘前第532号 ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ青森500み3036 大鰐町 大鰐町大字大鰐字前田51番8 0172-48-3201 タクシー等 H26

弘前 弘前第533号 ﾄﾖﾀ ｺｰｽﾀｰ青森230さ1999 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚24番地1 0712-48-2224 タクシー等 H26

弘前 弘前第534号 ｲｽｽﾞ ｴﾙﾌ青森100す3394 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚52番3 0172-48-2359 タクシー等 H26
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弘前 弘前第535号 ｲｽｽﾞ ｴﾙﾌ青森100さ5213 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚52番3 0172-48-2359 タクシー等 H26

弘前 弘前第536号 ﾄﾖﾀ ﾗｳﾑ青森56ま7201 大鰐町 大鰐町大字蔵館字川原田40番4 0172-48-2211 タクシー等 H26

弘前 弘前第537号 ﾄﾖﾀ ｲﾌﾟｻﾑ青森そ6413 大鰐町 大鰐町大字蔵館字川原田40番4 0172-48-2211 タクシー等 H26

弘前 弘前第538号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ青森に9022 大鰐町 大鰐町大字蔵館字川原田40番4 0172-48-2211 タクシー等 H26

弘前 弘前第539号 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ青森40ひ7803 大鰐町 大鰐町大字蔵館字川原田40番4 0172-48-2211 タクシー等 H26

弘前 弘前第540号 ﾐﾂﾋﾞｼ ﾊﾟｼﾞｪﾛｲｵ青森501さ1191 大鰐町 大鰐町大字虹貝字清川155番地3 0172-48-2229 タクシー等 H26

弘前 弘前第541号 ﾄﾖﾀ ﾄﾖｴｰｽ青森400そ8889 大鰐町 大鰐町大字虹貝字清川155番地3 0172-48-2229 タクシー等 H26

弘前 弘前第542号 ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR青森50つ2504 大鰐町 大鰐町大字虹貝字清川155番地3 0172-48-2229 タクシー等 H26

弘前 弘前第543号 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄﾊﾞﾝ青森480く5545 大鰐町 大鰐町大字虹貝字清川155番地3 0172-48-2229 タクシー等 H26

三戸 八戸第328号
社会福祉法人エンゼル福祉会
エンゼル子どもの家保育園通園バス

八戸市 八戸市根城字大久保21-64 0178-45-4150 タクシー等 H26

上十三 上十三第328号
有限会社　赤坂電子工業　青い森ケアうるおい
介護タクシー事業所（ハイエース）

十和田市 十和田市三本木字西小稲206-2 0176-25-7788 タクシー等 H26

上十三 上十三第329号
有限会社　赤坂電子工業　青い森ケアうるおい
介護タクシー事業所（ハイゼット）

十和田市 十和田市三本木字西小稲206-2 0176-25-7788 タクシー等 H26

青森市 保健衛生第113号 青森500め3790　トヨタプレミオ 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第114号 青森56と2920　トヨタコロナ 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第115号 青森500の5054　日産ブルーバード1．8Ｌ 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第116号 青森501さ1596　トヨタヴィッツ4ＷＤ1300CC 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第117号 青森480け5189　ダイハツハイゼット 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第118号 青森480え6213　ダイハツハイゼット 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第119号 青森400そ9413　トヨタサクシード1.49KWL 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第120号 青森480き3871　スズキスズキエブリー 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第121号
青森400そ8246
トヨタプロボックスバン1.5　4WD

青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第122号 青森480く4364　ダイハツミラ3ドア 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第123号 青森400そ961　トヨタプロボックスバン1.5 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第124号 青森400た394　トヨタサクシード1.49KWL 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第125号 青森400た298　トヨタサクシード1.49KWL 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第126号 青森400そ9283　トヨタプロボックスバン1.5 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第127号 青森400せ9926　トヨタプロボックスバン1.5 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第128号 青森400そ892　トヨタプロボックスバン1.5 4WD 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 タクシー等 H27

東 青森第409号
ホンダ　フリードスパイク
青森501　す　6759　健康づくりカー

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第410号
三菱　EKワゴン1号車
青森580　ね　3246　EK①

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第411号
三菱　EKワゴン2号車
青森580　ね　3247　EK②

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第412号
トヨタ　エスティマ
青森300　そ　1071　町長車

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第413号
トヨタ　プリウス
青森300　ぬ　2409　副町長車

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第414号
日野　メープル
青森200　は　113　福祉バス（中型バス）

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第415号
ホンダ　ステップワゴン
青森501　す　6760　ステップワゴン

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第416号
トヨタ　ピクシス
青森480　く　7607　ピクシス

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第417号
ホンダ　インサイト
青森500　み　3937　インサイト

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第418号
トヨタ　レジアスエースバン
青森100　す　6039　レジアスエースバン

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H27

東 青森第420号 日産　セレナ　83-03 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 タクシー等 H27

東 青森第421号 ホンダ　フリード　70-26 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 タクシー等 H27

東 青森第422号 ダイハツ　ムーヴ　58-14 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 タクシー等 H27

東 青森第423号 ダイハツ　ムーヴ　44-06 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 タクシー等 H27

東 青森第424号 スバル　ステラ　18-56 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 タクシー等 H27

弘前 弘前第551号 ﾄﾖﾀ ｸﾙｰｶﾞｰ青森300せ2781 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第552号 ﾆｯｻﾝﾏｰﾁ青森500ひ707 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27
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弘前 弘前第553号 ﾄﾖﾀﾌﾟﾘｳｽ青森300 に6750 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第554号 ﾄﾖﾀﾌﾟﾘｳｽ青森300ぬ8760 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第555号 ﾄﾖﾀｱｸｱ青森500も 4277 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第556号 ﾄﾖﾀﾀｳﾝｴｰｽ青森400す6302 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第557号 ﾄﾖﾀﾀｳﾝｴｰｽ青森400せ7941 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第558号 ﾄﾖﾀﾀｳﾝｴｰｽ青森400そ7443 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第559号 ﾆｯｻﾝﾊﾞﾈｯﾄ青森400さ6412 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第560号 ﾆｯｻﾝAD青森400さ9644 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第561号 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ青森480か6668 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第562号 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ青森480き4158 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第563号 ﾏﾂﾀﾞｵﾌﾛｰﾄﾞ青森580せ1354 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 タクシー等 H27

弘前 弘前第598号 ﾎﾝﾀﾞﾌﾘｰﾄﾞ青森501せ7504 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3 0172-48-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第599号 ﾎﾝﾀﾞｱｸﾃｨ青森480け6128 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3 0172-48-2112 タクシー等 H27

弘前 弘前第613号 ﾀｳﾝｴｰｽ　青森56ふ0783 弘前市 弘前市大字品川町１５２番地 0172-35-2155 タクシー等 H27

弘前 弘前第614号 ﾗﾝｸｽ　青森500に6511 弘前市 弘前市大字品川町１５２番地 0172-35-2155 タクシー等 H27

弘前 弘前第616号 ｷｬﾗﾊﾞﾝ　青森800さ3107 弘前市 弘前市大字品川町１５２番地 0172-31-6010 タクシー等 H27

弘前 弘前第618号 ｳﾞｨｯﾂ　青森500ふ8131 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第619号 ﾌｧﾝｶｰｺﾞ　青森500ま5562 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第620号 ｼｴﾝﾀ　青森500に9391 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第621号 ﾀﾝﾄ　青森580り0120 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第622号 ﾀﾝﾄ　青森580さ2097 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第623号 ｴｯｾ　青森580す3428 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 タクシー等 H27

弘前 弘前第628号 トヨタプリウス 青森500て7782 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第629号 日産セレナ 青森501さ2778 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第630号 トヨタプリウス 青森56ほ4528 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第631号 日産キューブ 青森500ひ9969 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第632号 日産セレナ 青森501せ7438 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第633号 日産ＡＤバン 青森44て1430 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第634号 三菱リベロ 青森400す213 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第635号 トヨタプリウス 青森300ぬ3500 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第636号 トヨタプリウス 青森300ぬ3501 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第637号 トヨタパッソ 青森500も9570 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第638号 トヨタパッソ 青森500も9571 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第639号 日産キャラバン 青森800さ3059 弘前市 弘前市大字下白銀町１４－２ 0172-33-8521 タクシー等 H27

弘前 弘前第640号 ﾄﾖﾀ ｸﾗｳﾝ 青森300と7648 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第641号 三菱 ﾃﾞﾘｶ 青森300 ね5140 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地1号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第642号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ 青森 33そ4716 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第643号 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ 青森300ぬ4206 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第644号 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ 青森300ぬ4218 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第645号 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ 青森300ぬ4219 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第646号 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 青森500み4531 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第647号 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 青森500み4532 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第648号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝDX　青森300は7259 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第649号 三菱 ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ　青森580す4471 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第650号 ﾄﾖﾀ ｶﾑﾘ　青森300の7486 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27
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弘前 弘前第651号 三菱 中型バス　青森22 や300 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第652号 ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ (広報車)　青森800さ8515 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第653号 三菱 (ﾊﾞｷｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ)　青森800す1324 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第654号 いすゞ　ﾀﾞﾝﾌﾟ ｺﾞﾐ収集車　青森400せ7315 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第655号 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 青森480え7190 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第656号 三菱 ﾐﾆｷｬﾌﾞ（ﾄﾗｯｸ）青森480く6130 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第657号 日野 中型ﾊﾞｽ　青森200は170 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第658号 日野 ﾒﾙﾌｧ　青森200 は 351 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第659号 日産 ﾊﾞﾈｯﾄｾﾚﾅ 青森500ね8065 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第660号 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 青森500み5800 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第661号 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 青森500み4909 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第662号 三菱 ＥＫワゴン　青森580ち1878 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第663号 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊﾟｲｻﾞｰ　青森500そ5770 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第664号 三菱 ＥＫﾜｺﾞﾝ青森580こ８４ 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第665号 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ　青森400せ2160 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第666号 三菱 ＥＫﾜｺﾞﾝ　青森580す2683 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第667号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ やまびこ号　青森400そ2438 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第668号 KCM(ショベル・ローダ）青森000る3925 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第669号 ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR青森580て6301 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第670号 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 青森 50　ぬ1837 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第671号 三菱 EKﾜｺﾞﾝ　青森580す2684 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第672号 三菱 ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ　青森580ち4704 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第673号 三菱 ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ　青森580ち4705 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第674号 三菱EKﾜｺﾞﾝ　青森580す２６８２ 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第675号 ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵ 青森580き4502 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第676号 三菱 ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ　青森580す9823 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第677号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ 青森800す2289 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第678号 ｽﾊﾞﾙ ﾌｫﾚｽﾀｰ青森300は3351 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第679号 日産 ｱﾄﾗｽ 青森100す4230 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第680号 ｲｽｽﾞ（ﾀﾞﾝﾌﾟ）除雪付　青森 11さ9448 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第681号 三菱 (ﾀﾞﾝﾌﾟ) 青森100さ1667 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第682号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ)青森 00る3024 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第683号 ｺﾏﾂ ｸﾞﾚｰﾀﾞ 青森00る1915 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第684号 ｺﾏﾂ ｸﾞﾚｰﾀﾞ 青森 00る2739 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第685号 ﾆｯｾｷ (ﾛｰﾀﾘ除雪自動車)青森900る391 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第686号 ﾆｲｶﾞﾀ (ﾛｰﾀﾘ除雪自動車)青森900る451 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第687号 ﾆｯｾｷ (ﾛｰﾀﾘ除雪自動車)青森900る17 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第688号
ｲｽｽﾞ (道路作業車)凍結防止剤散布車
青森 88さ4067

黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第689号 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ 青森400せ9020 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第690号 いすゞ ｴﾙﾌ 青森400そ4137 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第691号 三菱 ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ（ﾀﾞﾝﾌﾟ）青森480え9398 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第692号 ﾄﾖﾀ ﾀｳﾝｴｰｽﾊﾞﾝ 青森400た625 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第693号 日産 ﾃﾗﾉ　公共応急作業車　青森 88さ6598 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第694号 ﾄﾖﾀ ﾗｯｼｭ 青森501せ7612 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第695号 ｶﾛｰﾗ ﾌｨｰﾙﾀﾞｰ　青森500め4435 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27
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弘前 弘前第696号 ｽﾊﾞﾙ　ﾚｶﾞｼｰ 青森56せ8764 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第697号 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰﾌﾞ 青森 50さ3346 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

弘前 弘前第698号 三菱 ﾃﾞﾘｶＤ:5　青森300は8889 黒石市 黒石市大字市ノ町１１番地１号 0172-52-2111 タクシー等 H27

三戸 八戸第462号
トヨタ ヴィッツ4WD1300cc
八戸500ほ6296 （シマヤ八戸支店）

八戸市 八戸市日計一丁目2番40号 017-775-2477 タクシー等 H27

三戸 八戸第463号
トヨタ プロボックスバン1.3 2WD
八戸400せ460 （シマヤ八戸支店）

八戸市 八戸市日計一丁目2番40号 017-775-2477 タクシー等 H27

三戸 八戸第466号
ダイハツハイゼット 4WD
青森480え1880 （シマヤ八戸支店）

八戸市 八戸市日計一丁目2番40号 017-775-2477 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第296号 スズキジムニー　青森580に　5174 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第297号 ホンダステップワゴン　青森501さ　5127 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第321号 スズキワゴンＲ　青森580　ね　90-19　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第322号 トヨタＲＡＶ4　青森300　と　26-13 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第323号 スズキエヴリィワゴン　青森480　え　62-19　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第324号 スズキカルタス　青森500　さ　253　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第326号 スズキアルト　青森580　え　85-85　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第327号 スズキアルト　青森580　え　85-86　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第328号 ニッサンセレナ　青森500　と　95-91 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第329号 スズキワゴンＲ　青森580　こ　65-81　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第330号 スズキエヴリィワゴン　青森580　き27-67　 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第331号 スズキ　軽清掃ダンプ　青森480　く　85-15 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第332号 スズキ　軽トラック　青森480　あ　35-95 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第333号 ミツビシミニカ　青森480　い　76-77 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第334号 ヒノトラック　青森100　す　28-84 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第335号 ニッサンセレナ　青森500　み　15-63 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第336号 スズキ　エスクード　青森300　と　75-52 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第337号 日産エルグランド　青森330　ち　63 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿25-2 0173-82-2520 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第338号 ダイハツハイゼット青森480　く　9972 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿25-2 0173-82-2520 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第345号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車
（コースター青森800　さ　63-76）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第346号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車
（ハイエースキャプ青森800　さ　18-60）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第347号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車
（エブリィ青森580　ぬ　49-85）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第348号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車
（ハイゼットカーゴ青森880　あ　5-43）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第349号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車（フィット青森500　も
50-04）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第350号
特別養護老人ホーム　はまなす荘公用車
（ラウム青森501　さ　92-64）

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-44 0173-74-4381 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第351号
地域包括ケアセンター公用車
（ノア　青森501　せ　93-53）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第352号
地域包括ケアセンター公用車
（マーチ　青森500　と　61-89）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第353号
地域包括ケアセンター公用車
（マーチ　青森500　と　61-90）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第355号
地域包括ケアセンター公用車
（ＡＤバン青森400　そ　477）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第357号
関診療所公用車
（マーチ青森500　ふ　47－79）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第358号
関診療所公用車
（フィット青森500　ま　81－73）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第359号
関診療所公用車
（ヴィッツ青森500　ゆ　26－69）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第360号
関診療所公用車
（エブリィワゴン青森580　な　1156）

深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-76-2042 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第365号
株式会社 野呂建設
車種サクシード　青森400　そ　48-91

つがる市 つがる市木造舘岡稲葉140-2 0173-45-2055 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第366号
株式会社 野呂建設
車種サクシード　青森400　そ　90-73

つがる市 つがる市木造舘岡稲葉140-2 0173-45-2055 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第376 号
ハイコンポーネンツ青森株式会社
車種　トヨタアルファード青森330　せ　6340

鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第377 号
ハイコンポーネンツ青森株式会社
車種　トヨタヴェルファイア　青森300　ま　8453

鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第378 号
ハイコンポーネンツ青森株式会社
車種　日産マーチ　ド青森500　む　7937

鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 タクシー等 H27

五所川原 五所川原第379 号
ハイコンポーネンツ青森株式会社
車種　日産キャラバン青森400　そ　5947

鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 タクシー等 H27
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五所川原 五所川原第380 号
ハイコンポーネンツ青森株式会社
車種　日産キャラバン青森400　そ　8971

鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 タクシー等 H27

上十三 上十三第397号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-66

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第398号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-63

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第399号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：クラウン　青森500　あ　32-14

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第400号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：コンフォート　青森500　あ　29-46

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第401号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：コンフォート　青森500　あ　29-22

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第402号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-62

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第403号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：コンフォート　青森500　あ　29-50

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第404号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：クラウン　青森500　あ　17-29

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第405号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：コンフォート　青森500　あ　31-30

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第406号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-65

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第407号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-53

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第408号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：カローラ・アクシオ　青森500　あ　34-21

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

上十三 上十三第409号
縦貫タクシー　車種　車両番号
トヨタ：ハイエース　青森300　あ　214

野辺地町 野辺地町字野辺地1-49 0175-64-3151 タクシー等 H27

青森市 保健衛生第171号 青森580そ7997　日産ルークス 青森市 青森市安方一丁目1-40 017-777-4616 タクシー等 H28

東 青森第436号 青森　300　は　3219　トヨタ　ハイエース 平内町 平内町大字小湊字前萢13－11 017－755－2653 タクシー等 H28

東 青森第437号 青森　880　あ　986　ダイハツ　アトレー 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第438号 青森　480　き　3255　三菱　ミニカ　 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第439号 青森　500　ま　7237　日産　セレナ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第440号 青森　50　か　865　スズキ　エブリ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第441号 青森　480　か　2304　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第442号 青森　480　か　2305　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第443号 青森　480　き　3211　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第444号 青森　480　き　4702　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第445号 青森　480　え　4694　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第446号 青森　50　と　6577　スズキ　アルト 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第447号 青森　580　え　2984　スバル　R2 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第448号 青森　580　こ　7299　スバル　ステラ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第449号 青森　480　き　3482　スバル　プレオ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第450号 青森　40　も　795　スバル　プレオ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第451号 青森　400　き　2460　スバル　プレオ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第452号 青森　480　え　6471　スバル　プレオ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第453号 青森　480　う　376　スバル　プレオ 平内町 平内町大字小湊字小湊83－2 017－755－3956 タクシー等 H28

東 青森第462号 トヨタ　パッソ　青森　500　め　6305 今別町 今別町大字今別字今別34 0174－35－2160 タクシー等 H28

東 青森第463号 三菱　パジェロミニ　青森　580　て　3523 外ヶ浜町 外ヶ浜町字三厩新町6-3 0174－31－7781 タクシー等 H28

東 青森第467号 スバル　SAMBAR　青森　480　う　1619 平内町 平内町大字小湊字外ノ沢40 017－755－2030 タクシー等 H28

東 青森第468号 トヨタ　COASTER　青森　200　さ　1038 平内町 平内町大字山口字山口82-2 017－755－3063 タクシー等 H28

東 青森第473号 スバル　フォレスター　青森　300　ぬ　7123 平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 タクシー等 H28

東 青森第474号 トヨタ　ラッシュ　青森　500　め　4316 平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 タクシー等 H28

東 青森第475号 三菱　デリカ　D：5　青森　300　ひ　3312 平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 タクシー等 H28

東 青森第476号 ニッサン　トラック　青森　11　せ　53 平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 タクシー等 H28

弘前 弘前第709号 トヨタノア青森501す5725 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元119-3 0172-55-5422 タクシー等 H28

弘前 弘前第710号 トヨタノア青森300の2907 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元144 0172-85-2255 タクシー等 H28

弘前 弘前第711号 スズキワゴンR青森580け7968 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元144 0172-85-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第712号 トヨタVOXY青森501せ1872 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元144 0172-85-2112 タクシー等 H28
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弘前 弘前第719号 トヨタハイエース青森300ふ3908 西目屋村 西目屋村大字田代稲元143 0172-85-2858 タクシー等 H28

弘前 弘前第720号 三菱青森200さ785 西目屋村 西目屋村大字田代稲元143 0172-85-2858 タクシー等 H28

弘前 弘前第721号 日野青森200は86 西目屋村 西目屋村大字田代稲元143 0172-85-2858 タクシー等 H28

弘前 弘前第722号 スズキキャリィ青森40ほ2462 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第723号 日産ADバン青森400さ7844 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第724号 日産セレナ青森500と9590 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第725号 ダイハツミラ青森580す4717 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第726号 ダイハツハイゼットカーゴ青森480え7505 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第727号 ダイハツミライース青森580と364 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第728号 スズキエブリィ青森480く6946 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第729号 ダイハツミライース青森580ひ8029 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第730号 ダイハツミライース青森580ひ8030 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第741号 トヨタレジアズエース青森800す3570 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第742号 日産キャラバン青森56ね2058 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第743号 日産キャラバン青森88さ9622 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第744号 トヨタノア青森501す2915 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第745号 三菱軽リフト青森80さ936 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第746号 三菱アルト青森580な2058 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第747号 トヨタハイエース青森800さ7584 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第748号 マツダデミオ青森800あ1620 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第749号 ダイハツムーブ青森580り106 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第750号 トヨタラクティス青森800さ8883 弘前市 弘前市大字坂市字53番地3 0172-84-1010 タクシー等 H28

弘前 弘前第754号 ベンツ青森300す5838 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第755号 トヨタカローラフィールダー青森501さ8289 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第756号 日産ディズルークス青森580ふ5782 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第757号 スズキアルト青森580と7977 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第758号 日産ディズルークス青森580ひ8100 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第759号 日産エクストレイル青森300ひ1966 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第760号 トヨタカローラ青森500な3718 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第761号 ダイハツムーブ青森580ち5900 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第762号 スバルステーションワゴン青森580て8131 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第763号 スズキエブリィ青森580と3503 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第764号 スズキエブリィ青森580な1826 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第765号 ホンダバモス青森580す8963 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第766号 スズキエブリィ青森580と2671 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第767号 日産ディズルークス青森580ふ5783 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第768号 スズキエブリィ青森580と2669 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第769号 スズキアルト青森580た1938 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第770号 スズキエブリィ青森580と2665 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第771号 スズキエブリィ青森480き7688 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第772号 スズキエブリィ青森480き3585 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第773号 三菱バン青森100す4383 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第774号 いすゞキャブオーバ青森400す7101 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第775号 三菱キャブオーバ青森400そ3571 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28

弘前 弘前第776号 日産ダンプ青森400た1866 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 タクシー等 H28
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弘前 弘前第780号 日産デイズ青森ね9237 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第781号 トヨタハイエース青森800す1720 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第782号 トヨタヴォクシー青森501さ8496 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第783号 日産キャラバン青森800す3230 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第784号 日産セレナ青森800さ9237 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第785号 日産オッティ青森580せ570 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第786号 日産セレナ青森501み3545 弘前市 弘前市大字鬼沢字山ノ越249番地 0172-99-5050 タクシー等 H28

弘前 弘前第788号 トヨタクラウン青森334と1 弘前市 弘前市大字徳田町30番地1 0172-32-6223 タクシー等 H28

弘前 弘前第790号 トヨタダブルピック青森130せ5657 弘前市 弘前市大字兼平字猿沢77番地5 0172-82-5657 タクシー等 H28

弘前 弘前第791号 スズキキャブオーバ青森480さ1963 弘前市 弘前市大字兼平字猿沢77番地5 0172-82-5657 タクシー等 H28

弘前 弘前第795号 ダイハツハイゼット青森480き4235 弘前市 弘前市大字藤野一丁目7番地6 0172-36-1515 タクシー等 H28

弘前 弘前第796号 ダイハツハイゼット青森480こ6964 弘前市 弘前市大字藤野一丁目7番地6 0172-36-1515 タクシー等 H28

弘前 弘前第797号 ダイハツミライース青森580の3664 弘前市 弘前市大字藤野一丁目7番地6 0172-36-1515 タクシー等 H28

弘前 弘前第799号 トヨタクラウン青森331た322 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第800号 三菱アウトランダー愛森337と33 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第801号 スズキエブリー青森480こ9886 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第802号 スズキエブリー青森480さ108 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第803号 スズキエブリー青森480こ9888 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第804号 ダイハツハイゼット青森480く9495 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第805号 トヨタヴィッツ青森500も3485 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 タクシー等 H28

弘前 弘前第807号 トヨタハイエース青森300て5347 弘前市 弘前市大字大森字勝山278-7 0172-93-2200 タクシー等 H28

弘前 弘前第808号 三菱ROSA青森200さ443 弘前市 弘前市大字大森字勝山278-7 0172-93-2200 タクシー等 H28

弘前 弘前第810号 スズキワゴンR青森580み2314　(板柳第三保育所鶴住職員使用車) 板柳町 板柳町大字福野田字本泉36-19 0172-73-5570 タクシー等 H28

弘前 弘前第815号 日産シビリアン青森260は101 弘前市 弘前市松木平富永1-26 0172-87-4776 タクシー等 H28

弘前 弘前第818号 ホンダフリード青森530た243 弘前市 弘前市大字紺屋町187番地2 0172-32-0396 タクシー等 H28

弘前 弘前第822号 トヨタエスティマ青森330ち1688 弘前市 弘前市大字浜の町東4-2-6 0172-36-4264 タクシー等 H28

弘前 弘前第829号 トヨタランドクルーザープラド　青森336さ310 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第830号 スズキエブリィ　青森482み1 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第831号 スズキエブリィ　青森480け1,054 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第832号 ホンダアクティ　青森480さ643 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第833号 ホンダアクティ　青森480え9951 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第834号 ホンダアクティ　青森480け796 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第835号 スズキエブリィ　青森480け1978 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第836号 スズキアルト　青森480け456 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第837号 ホンダフィット　青森530ろ19 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 タクシー等 H28

弘前 弘前第848号 トヨタハイラックサーフ　青森800さ6882 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第849号 トヨタハイエース　青森400た1220 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第850号 トヨタエスティマ　青森330な2231 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第851号 日野メルファ　青森200は40 藤崎町 藤崎町大字水木字村上1-1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第852号 三菱ミニキャブバン　青森480き2046 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第853号 スズキハスラー　青森580み889 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第854号 ダイハツハイゼット　青森480く6282 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第855号 スズキワゴンR　青森580の206 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第856号 三菱ekワゴン　青森580さ5919 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第857号 トヨタカルディナ　青森500す2857 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28
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弘前 弘前第858号 マツダボンゴフレンディ　青森500た5018 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第859号 三菱エアロミディ　青森22や707 藤崎町 藤崎町大字常盤字富田70-1 0172-65-2056 タクシー等 H28

弘前 弘前第860号 三菱ステーションワゴン　青森580ち5394 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第861号 スズキエブリィ　青森480け4295 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第862号 スズキジムニー　青森580の194 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第863号 日産エクストレイル　青森300ひ2339 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第864号 三菱ミニキャブ　青森480か4693 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第865号 三菱ランサーカーゴ　青森400そ248 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第866号 日産セレナ　青森501た748 藤崎町 藤崎町大字藤崎字西豊田55-3 0172-75-6025 タクシー等 H28

弘前 弘前第867号 ダイハツハイゼットカーゴ　青森480け6653 藤崎町 藤崎町大字藤崎字西豊田55-3 0172-75-6025 タクシー等 H28

弘前 弘前第868号 スズキワゴンR　青森580ね9943 藤崎町 藤崎町大字常盤字三西田35-1 0172-65-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第869号 日野メルファ　青森200は293 藤崎町 藤崎町大字水沼字浅田11(藤崎中央小学校) 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第870号 いすゞガーラミオ　青森200は293 藤崎町 藤崎町大字水沼字浅田11(藤崎中央小学校) 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第871号 三菱エアロスター　青森200は309 藤崎町 藤崎町大字水木字村上1-1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第872号 日産ノート　青森500め6247 藤崎町 藤崎町大字常盤字三西田35-1 0172-65-2111 タクシー等 H28

弘前 弘前第873号 トヨタハイエース　青森300ね7029 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第874号 トヨタヴォキシー　青森500ま6549 藤崎町 藤崎町大字常盤字三西田35-1 - タクシー等 H28

弘前 弘前第875号 トヨタヴォキシー　青森500め9474 藤崎町 藤崎町大字藤崎字中村井21-1 0172-75-2288 タクシー等 H28

弘前 弘前第876号 三菱キャブオーバ　青森480き1953 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

弘前 弘前第877号 スズキワゴンR　青森580ね9333 藤崎町 藤崎町大字西中野目字池田111-1 0172-89-7040 タクシー等 H28

弘前 弘前第878号 スズキハスラー　青森580む1885 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 タクシー等 H28

三戸 八戸第539号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
シビリアン　八戸２２さ９７４

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第540号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
キャラバン　八戸８０さ７７６５

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第541号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
キャラバン　八戸８００さ６３７４

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第542号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
ミニキャブ　八戸８０あ５１５

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第543号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
アルト　八戸５８０い１０９２

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第544号
特別養護老人ホーム福寿草　社用車
シエンタ　八戸５００む６７６５

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第545号
ケアプラザ福寿草　社用車
ekワゴン　八戸５０す８３３５

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第546号
ケアプラザ福寿草　社用車
MRワゴン　八戸５８０さ６８１

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第547号
ケアプラザ福寿草　社用車
パルコ　八戸５８０そ７４１９

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第548号
ケアプラザ福寿草　社用車
アルト　八戸５０せ３７０３

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第549号
ケアプラザ福寿草　社用車
アルト　八戸５８０す２３３６

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第550号
ケアプラザ福寿草　社用車
トッポＢＪ　八戸５０さ３００３

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第551号
ケアプラザ福寿草　社用車
ワゴンＲ　八戸８８０あ５６

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第552号
ケアプラザ福寿草　社用車
ミラ　八戸５８０つ７４６６

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第553号
ケアプラザ福寿草　社用車
ハイエース　八戸８００さ２０１２

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第554号
ケアプラザ福寿草　社用車
ハイエース　八戸２００さ９

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第555号
ケアプラザ福寿草　社用車
セレナ　八戸５００ね９０２３

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第556号
ケアプラザ福寿草　社用車
レジアスエース　八戸８００さ３８３２

八戸市 八戸市妙字西平６－２７ 0178-25-1021 タクシー等 H28

三戸 八戸第557号
ケアプラザさざなみ　社用車
ハイエース　八戸８００さ３６６４

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第558号
ケアプラザさざなみ　社用車
ハイエース　八戸８００さ３８５２

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第559号
ケアプラザさざなみ　社用車
ノア　八戸５００と２７２１

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第560号
ケアプラザさざなみ　社用車
ラクティス　八戸５００は６７４４

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第561号
ケアプラザさざなみ　社用車
アルト　八戸５８０す２３３５

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第562号
ケアプラザさざなみ　社用車
キャラバン　八戸８００さ６３７３

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28
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三戸 八戸第563号
ケアプラザさざなみ　社用車
ワゴンＲ　八戸８８０あ１０

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第564号
ケアプラザさざなみ　社用車
ワゴンＲ　八戸５８０あ１６９５

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第565号
ケアプラザさざなみ　社用車
ハイゼット　八戸８８０あ４６４

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第566号
ケアプラザさざなみ　社用車
ekワゴン　八戸５０せ６６５４

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第567号
ケアプラザさざなみ　社用車
ekワゴン　八戸５８０い４０９１

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第568号
ケアプラザさざなみ　社用車
ekワゴン　八戸５８０あ３０６６

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

三戸 八戸第569号
ケアプラザさざなみ　社用車
ステラ　八戸５８０た８７６５

八戸市 八戸市小中野八丁目９－２０ 0178-71-3383 タクシー等 H28

五所川原  五所川原第384号
株式会社「野呂建設」
サクシード青森４３０　さ　２８-３５

つがる市 つがる市木造舘岡稲葉140-2 0173-45-2055 タクシー等 H28

五所川原  五所川原第391号
特別養護老人ホーム　はまなす荘
キャラバン　青森　８００　す　３３３２

深浦町 深浦町大字驫木字津山118-49 0173-74-4386 タクシー等 H28

五所川原  五所川原第393号
青森県発達障害者支援センター「わかば」（津軽地域） ワゴンR
青森５８０　ほ　７９－３３

五所川原市 五所川原市中央4丁目99 0173-26-5254 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第399号  有限会社さくらキャラバン　青森８００　６７－７４ 中泊町 中泊町大字中里亀山777-164 0173-69-1088 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第400号  有限会社さくらヴォクシー　青森５３０　１０－８８ 中泊町 中泊町大字中里亀山777-164 0173-69-1088 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第401号  有限会社さくらザッツ　青森５８０　４７－６７ 中泊町 中泊町大字中里亀山777-164 0173-69-1088 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第404号 株式会社「野呂建設」車種プリウス 青森331ま127 つがる市 つがる市木造舘岡稲葉140-2 0173-45-2055 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第405号  ホンダインサイト　青森　500　み　2784 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第407号  トヨタヴォクシー　青森　500　ゆ　9346 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第408号  トヨタノア　青森　501　せ　351 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第409号  トヨタアルファード　青森　300　ち　1505 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第410号  ホンダインサイト　青森　500　み　2785 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第411号  日産リーフ青森　300　ね　4373 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第412号  スズキキャブオーバー青森　40　や　71 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第413号  ホンダインサイト青森　500　み　2787 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第414号  トヨタタウンエース　青森　400　そ　9384 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第415号  三菱キャブオーバー　青森　480　き　2284 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第416号  三菱　軽トラ　青森　480　す　9700 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第417号  ホンダアクティ　青森　480　け　8082 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第418号  ホンダアクティ　青森　480　け　8082 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第419号  日産エクストレイル　青森　300　は　7388 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第420号  ホンダ　軽トラ　青森　480　く　6839　 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第422号  日産エクストレイル　青森　300　ね　4970 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第423号  トヨタプロボックス　青森　400　た　1641 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第424号 いすゞエルフ　青森　44　と　4481 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第425号  日産エクストレイル　青森　300　て　3108 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第426号  三菱キャブオーバー　青森　480　え　7659 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第427号  スバルレガシー　青森　300　ち　5057 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第428号  トヨタハイエース　青森　400　そ　6467 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第429号 トヨタヴォクシー　青森　501　そ　37 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第430号  日産キャラバン　青森　100　す　5012 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第431号 給食運搬車　青森　480　く　4211 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第432号 給食運搬車　青森　480　く　4212 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第433号 給食運搬車　青森　480　く　4213 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第434号 スクールバス　青森　200　さ　1319 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第435号 スクールバス　青森　200　は　345 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第436号 スクールバス　青森　200　さ　1127 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第437号 スクールバス　青森　200　さ　1321 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28
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五所川原 五所川原第439号 スクールバス　青森　22　や　815 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第440号 スクールバス　青森　200　は　115 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第441号 スクールバス　青森　200　は　134 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第442号 スクールバス　青森　500　に　3194 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第443号 スクールバス　青森　200　さ　594 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第444号 スクールバス　青森　200　は　194 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第445号 スクールバス　青森　200　は　225 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第446号 スクールバス　青森　200　は　227 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第447号 スクールバス　青森　200　さ　948 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第448号 スクールバス　青森　200　さ　1044 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第449号 スクールバス　青森　200　さ　1045 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第450号  消防団指揮広報車　青森　800　す　2618 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第451号  三菱キャンター　青森　88　さ　6265 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第452号 マイクロバス　青森　200　さ　1344 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第453号 マイクロバス　青森　200　さ　758 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第455号  スズキ　エヴリィ　青森　500　ま　27-57 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第456号  スズキ　ソリオ青森　501　た　7-37 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第457号  スズキ　アルト　青森　580　ま　38-46 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第458号 ヒノ　青森　200　は　181 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第459号  スズキ　ワゴンＲ青森　580　ほ　34-26 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

五所川原 五所川原第460号  ニッサン　プレサージュ青森　300　そ　61-85 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H28

上十三 上十三第450号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
日産セレナ　八戸500　さ55-11

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第451号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
日産セレナ　八戸500　ね96-12

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第452号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
日産セレナ　八戸500　は69-31

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第453号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
日産セレナ　八戸500　む05-00

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第454号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
ホンダ　ステップワゴン　八戸500　ま95-54

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第455号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
トヨタ　ハイエース　八戸200　さ07-18

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第456号
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ
トヨタ　ハイエース　八戸200　さ08-67

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第457号 特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ　　　　　　　　　　　　　　　　　車種、車両番号：日産　マーチ　八戸500　は79-50三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第458号 特定非営利活動法人障害者地域生活支援センターぴあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種、車両番号：日産クリッパー　八戸480　か48-92三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第459号
指定就労移行支援事業所「パン工房ありす」
トヨタ　パッソ　八戸500　ぬ66-23

三沢市 三沢市南町3丁目31-3322 0176-52-5870 タクシー等 H28

上十三 上十三第 469号 ホンダ　フリード　八戸500　ほ47-44 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-73-7122 タクシー等 H28

上十三 上十三第 470号 トヨタ　ハイエース　八戸800　さ74-12 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-73-7122 タクシー等 H28

上十三 上十三第 471号 トヨタ　ハイエース　八戸800　さ74-13 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-73-7122 タクシー等 H28

上十三 上十三第 472号 トヨタ　ハイエース　八戸800　さ74-14 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-73-7122 タクシー等 H28

上十三 上十三第 473号
ダイハツ　ハイジェットカーゴ
八戸880　あ・4-73

六ヶ所村 上北郡六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-73-7122 タクシー等 H28

むつ むつ第366号
訪問入浴サービス桜木　三菱ミニキャッブ
車両番号　青森880  あ955

むつ市 むつ市大湊新町30-10 0175-28-3310 タクシー等 H28

青森市 保健衛生第221号 青森330て8858　クラウン　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第222号 青森300の6600　マークXジオ　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第223号 青森300の6601　ヴァンガード　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第224号 青森300ふ5987　プリウス　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第225号 青森501た4380　カローラフィールダー　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第226号 青森580ま5895　ムーブ　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第227号 青森580ち8180　タント　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第228号 青森400そ4953　ハイエース　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29
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青森市 保健衛生第229号 青森400た2233　ライトエースバン　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第230号 青森400そ1222　サクシード　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第231号 青森580の3359　ムーブ　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第232号 青森480く757　ハイゼット　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第233号 青森480か7111　ハイゼット　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第234号 青森480さ4183　ミラバン　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第235号 青森400せ701　１ｔトラック　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第236号 青森11す5178　ユニック　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

青森市 保健衛生第239号 青森501ち1135　カローラ　（山大機電株式会社） 青森市 青森市大字荒川字藤戸133番地3 017-739-7641 タクシー等 H29

東 青森第479号
トヨタ ノア 青森 501 た 8040
（平内町役場企画政策課公用車）

平内町 平内町小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第480号
ダイハツ ムーブ 青森 580 ね 7557
（平内町役場税務課公用車）

平内町 平内町小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第481号
ダイハツ ハイゼットトラック 青森 480 さ 5451
（平内町役場町民課公用車）

平内町 平内町小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第482号
ダイハツ ムーブ 青森 580 み 12
（平内町役場福祉介護課公用車）

平内町 平内町小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第483号
ダイハツ ムーブ 青森 580 み 13
（平内町役場福祉介護課公用車）

平内町 平内町小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第484号
トヨタ ノア 青森 501 た 4852
（平内町役場学校教育課公用車）

平内町 平内町大字小湊字下槻12-1 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第485号
トヨタ ノア 青森 501 た 8217
（平内町役場生涯学習課公用車）

平内町 平内町大字小湊字下槻12-1 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第486号
ホンダ ステップワゴン 青森 501 そ 648
（平内中央病院公用車）

平内町 平内町大字小湊字外ノ沢1-1 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第487号
トヨタ ピクシスエポック 青森 580 ま 2075
（平内中央病院公用車）

平内町 平内町大字小湊字外ノ沢1-1 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第488号
トヨタ ピクシスエポック 青森 580 ま 2076
（平内中央病院公用車）

平内町 平内町大字小湊字外ノ沢1-1 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第489号
三菱ふそう ローザ 青森 200 さ 1271
（平内町役場議会用マイクロバス）

平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H29

東 青森第491号
日産　デイズルークス　S　青森580　む　3502
（今別こども園公用車）

今別町 今別町大字今別字中沢165-1 0174-35-2128 タクシー等 H29

東 青森第492号
日産　セレナ　青森500　は　6082
（今別こども園公用車）

今別町 今別町大字今別字中沢165-1 0174-35-2128 タクシー等 H29

東 青森第497号
トヨタ　ルーミー　青森　501　た　7684
（上磯調剤薬局公用車）

外ヶ浜町 外ヶ浜町字下蟹田56-3 080-3144-8397 タクシー等 H29

東 青森第498号
トヨタ　ハイエース　青森　800　さ　4525
（特別養護老人ホーム　なかやま荘　公用車）

今別町 今別町大字今別字西田248-205 0174-35-3961 タクシー等 H29

東 青森第499号
スバル　ステラ　青森　580　そ　7892
（特別養護老人ホーム　なかやま荘　公用車）

今別町 今別町大字今別字西田248-205 0174-35-3961 タクシー等 H29

東 青森第500号
ダイハツ　アトレーワゴン　青森　880　あ　420
（特別養護老人ホーム　なかやま荘　公用車）

今別町 今別町大字今別字西田248-205 0174-35-3961 タクシー等 H29

東 青森第501号
キャラバン　青森　800　さ　9403
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第502号
キャラバン　青森　800　さ　9404
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第503号
オッティ　青森　580　な　2107
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第504号
オッティ　青森　580　な　2108
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第505号
ボンゴ　青森　800　さ　8378
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第506号
アルト　青森　580　み　7016
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第507号
アルト　青森　580　み　7017
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第508号
セレナ　青森　800　す　2578
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第509号
エヌボックス　青森　580　ひ　1838
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第510号
ステラ　青森　580　そ　3076
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第511号
フリード　青森　500　む　8699
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第512号
フィット　青森　501　そ　2775
（特別養護老人ホーム蓬生園公用車）

蓬田村 蓬田村大字郷沢字浜田397 0174-27-3445 タクシー等 H29

東 青森第526号 中型バス（スクールバス）青森200　は　255　（総務課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第527号 中型バス青森200　は　172　（総務課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第528号 中型バス青森200　は　209　（総務課管理車） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第529号 マイクロバス青森200　さ　774　（総務課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第530号
消防指令広報車（パジェロ）　青森800　す　675　（総務課管理車
両）

外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第531号 ヴェルファイア青森300　ほ　8693　（総務課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第532号 アイシス青森501　た　9720　（福祉課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-31-1111 タクシー等 H29
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東 青森第533号 ステラ（シルバー）青森580　み　4687　（福祉課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第534号 ステラ（ブルー）青森580　き　4506　（福祉課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第535号 ミーブ青森480　き　5283　（福祉課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第536号 ekワゴン青森580　ふ　2291　（福祉課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第537号 プラッツ青森500　て　6179　（住民課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第538号 大型バス青森200　は　334　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐新町18-1 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第539号 中型バス青森200　は　291　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐新町18-1 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第540号 マイクロバス青森200　さ　1189　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐新町18-1 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第541号
ハイエース（幼児バス）青森200　さ　1491　（地域生活課管理車
両）

外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐新町18-1 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第542号 博愛号（セレナ）青森500　に　9298　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢150 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第543号 アイシス青森500　む　5216　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢150 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第544号 大型バス青森200　は　212　（地域生活課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢150 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第545号
マイクロバス（スクールバス）青森200　さ　852　（地域生活課管
理車両）

外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢150 0174-31-1111 タクシー等 H29

東 青森第546号 大型バス青森200　は　54　（総務課管理車両） 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 タクシー等 H29

弘前 弘前第880号
ダイハツ ミラ 青森580 ほ 2501
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第881号
ニッサン デイズ 青森580 ぬ 8503
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第882号
スズキ ワゴンＲ 青森580 そ 8073
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第883号
ダイハツ ムーブ 青森580 せ 8286
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第884号
ニッサン デイズ 青森580 は 1925
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第885号
トヨタ ダイナキャブオーバ(1.25t)
青森400 さ 8660 （東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第886号
ニッサン バネットキャブオーバ(1t)
青森400 そ 7848 （東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第887号
ダイハツ ムーブ 青森580 せ 8288
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第888号
ダイハツ ハイゼットカーゴ 青森480 き 5515
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第889号
スズキ キャリィトラック 青森480 え 9745
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第890号
ニッサン デイズ 青森580 ね 5250
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第891号
スズキ ワゴンＲ 青森580 さ 5166
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第892号
トヨタ ヴィッツ 青森530 や 5050
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第893号
ダイハツ ミラ 青森480 き 5514
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第894号
ニッサン デイズ 青森580 は 483
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第895号
ニッサン デイズ 青森580 ね 5248
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第896号
スズキ ワゴンＲ 青森580 た 8055
（東弘電機株式会社）

弘前市 弘前市神田２丁目７-５ 0172-34-3865 タクシー等 H29

弘前 弘前第942号 ダイハツハイゼット　青森４８０　さ　２１８５ 弘前市 藤野一丁目６番地２ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第943号 ダイハツミラ　青森５８０　つ　３７１４ 弘前市 藤野一丁目６番地３ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第944号 マツダcx５　青森３０８　す　３３３３ 弘前市 藤野一丁目６番地４ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第945号 日産アトラス　青森１００　す　４４１２ 弘前市 藤野一丁目６番地５ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第946号 日産アトラス　青森４４　に　１３３４ 弘前市 藤野一丁目６番地６ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第947号 ダイハツハイゼット　青森４８０　き　４１２８ 弘前市 藤野一丁目６番地７ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第948号 ダイハツハイゼット　青森４８０　こ　６６３８ 弘前市 藤野一丁目６番地８ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第949号 ダイハツハイゼット　青森４８０　く　３３１８ 弘前市 藤野一丁目６番地９ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第950号 ダイハツハイゼット　青森４８０　く　３３２８ 弘前市 藤野一丁目６番地１０ 0172-36-1900 タクシー等 H29

弘前 弘前第952号 日産　ウイングロード　青森５００　つ　４７０４ 藤崎町 西豊田三丁目3-15 0172-75-2669 タクシー等 H29

弘前 弘前第975号 レジアス　青森　８３０　さ　３３２２ 弘前市 高田１－１０－７ 0172-27-3322 タクシー等 H29

弘前 弘前第976号 キャラバンＣ　青森　８３０　さ　３３２４ 弘前市 高田１－１０－８ 0172-27-3323 タクシー等 H29

弘前 弘前第977号 キャラバンＤ　青森　８３０　さ　３３２１ 弘前市 高田１－１０－９ 0172-27-3324 タクシー等 H29

弘前 弘前第978号 キャラバンＥ　青森　８３０　さ　３３２５ 弘前市 高田１－１０－１０ 0172-27-3325 タクシー等 H29
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三戸 八戸第607号
八戸赤十字病院　公用車 トヨタ　ファンカーゴ  八戸500た18-22

八戸市 八戸市大字田面木字中明戸2番地 0178-27-3111 タクシー等 H29

三戸 八戸第608号
八戸赤十字病院　公用車  トヨタ　ファンカーゴ  八戸500た18-23

八戸市 八戸市大字田面木字中明戸2番地 0178-27-3111 タクシー等 H29

三戸 八戸第667号 孔明荘　公用車トヨタ　リフト　八戸　800　さ　5129 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第668号
孔明荘　公用車トヨタ　リフト　八戸　800　さ　7811

南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第669号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　リフト　八戸　800　さ　6763 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第670号 孔明荘　公用車トヨタ　ハイエース　八戸　300　つ　8862 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第671号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　リフト　八戸　800　さ　5808 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第672号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　リフト　八戸　800　さ　6131 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第673号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　八戸　200　さ　672 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第674号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　リフト　八戸　800　さ　7006 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第675号 孔明荘　公用車日産　リフト　八戸　800　さ　5343 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第676号 孔明荘　公用車ダイハツ　タント　八戸　580　え　8447 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第677号 孔明荘　公用車日産　キューブ　八戸　500　ち　2735 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第678号 孔明荘　公用車トヨタ　ラクティス　八戸　500　は　311 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第679号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　八戸　200　さ　728 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第680号 孔明荘　公用車トヨタ　ラクティス　八戸　500　ま　6940 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第681号 孔明荘　公用車ダイハツ　ミラ　八戸　580　こ　2 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第682号 孔明荘　公用車ダイハツ　ミラ　八戸　580　こ　1295 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第683号 孔明荘　公用車ダイハツ　ミラ　八戸　580　け　9999 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第684号 孔明荘　公用車ダイハツ　ミライース　八戸　580　さ　1325 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第685号 孔明荘　公用車ダイハツ　ハイゼット　八戸　480　か　6778 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第686号 孔明荘　公用車日産　セレナ　八戸　800　さ　6963 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第687号 孔明荘　公用車トヨタ　ラウム　八戸　500　つ　5017 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第688号 孔明荘　公用車ダイハツ　タント　八戸　580　え　7786 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

三戸 八戸第689号 孔明荘　公用車日産　キャラバン　リフト　八戸　800　さ　5134 南部町 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11の1 0178-84-3333 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第468号 クラウン　青森330さ12-53　（株式会社野呂建設） つがる市 つがる市木造館岡稲葉140-2 0173-45-2055 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第471号 ニッサン　エクストレイル　青森300ふ9880　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第472号 ダイハツ　キャストアクティバX 　青森580ま4550　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第473号 ホンダ　FITハイブリッド　青森501た2465　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第474号 トヨタ　ピクシスバン　青森480さ1598　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第475号 スクールバス　青森200さ1413　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第476号 マジェスタ　青森332に323　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第477号 診療所送迎バス　青森200さ1421　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第478号 三菱　キャブオーバー　青森880あ702　（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第479号 ホンダ　ライフ　青森580と5955（深浦町役場） 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第492号 トヨタ　ラクティス　青森501た9809 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第493号 スズキ　ワゴンＲ　青森580む1169 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第494号 ダイハツ　ブーン　青森500も7713 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第495号 スズキ　ワゴンＲ　青森580ね9019 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H29

五所川原 五所川原第502号
トヨタ　アルファード（町長車）
あおもり

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町51-2本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第512号
いすゞ　ギガ　　　　青森100か2426（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第513号 日野　プロフィア　青森100か2418 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第514号
日野　プロフィア　　青森100か3247（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第515号 いすゞ　フォワード　青森100す129（株式会社　丸重組　社用車） 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第516号
いすゞ　ギガ　　　　青森100か2419（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29
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五所川原五所川原第517号
日野　プロフィア　　青森100か3194（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第519号
いすゞ　フォワード　青森100さ4615（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第520号 マツダ　タイタン　青森44な5115 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第521号
日野　ジュトロ　　　青森800さ7887（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第522号
マツダ　タイタン　　青森400さ9726（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第523号
マツダ　タイタン　　青森400せ9565（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第524号
マツダ　タイタン　　青森400す8989（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第525号
マツダ　ボンゴ　　　青森400そ6581（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第526号 日野　リエッセ　　　青森200さ14（株式会社　丸重組　社用車） 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第527号
いすゞ　フォアード　青森800す41-43（株式会社　丸重組　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 タクシー等 H29

五所川原五所川原第530号
いすゞ　ギガ　　　　青森800は1688（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第531号
いすゞ　ギガ　　　　青森800は1689（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第532号
いすゞ　ギガ　　　　青森800は1587（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第533号
いすゞ　ギガ　　　　青森800は818（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第534号
日野　プロフィア　　青森800は129（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第535号
日野　プロフィア　　青森800は261（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第536号
日野　プロフィア　　青森800は1662（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第537号
日野　プロフィア　　青森800は381（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第538号 日野　レンジャー　青森88さ6322（有限会社　丸重商事　社用車） 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第539号
いすゞ　フォワード　青森800さ2867（有限会社　丸重商事　社用
車）

鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第540号  スズキ　キャリィ　　青森480す5269 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第541号 スズキ　キャリー　　青森480す7261 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 タクシー等 H29

五所川原五所川原第546号 トヨタ　ハイエース　青森300て6065（三好保育園　園バス） 五所川原市 五所川原市大字鶴ケ丘字川袋26 0173-36-2411 タクシー等 H29

五所川原五所川原第556号 ニッサン　セレナ　青森501た7238（深浦町社会福祉議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第557号  ダイハツ　ハイゼットスローパー青森880り165（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第558号 ホンダ　ライフ　青森580な4760（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第559号 ホンダ　ライフ　青森580て15（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第560号 ホンダ　ライフ青森580て16（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第561号 ダイハツ　ハイゼットスローパー青森880あ315（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第562号 スバル　サンバーバン　青森480え5034　（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第563号 ダイハツ　ミライース　青森580に5034（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第565号 マツダ　ボンゴ　青森800す2726（深浦町社会福祉協議会公用車）　 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第566号 トヨタ　ハイエース　青森300ね1735　（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

五所川原五所川原第567号 ミツビシ　ローザ　青森200さ448　（深浦町社会福祉協議会公用車） 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 H29

上十三 上十三第 516号
日産 ATLAS 八戸430 た 87-87
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センター　ぴあ

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H29

上十三 上十三第 517号
ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 八戸５８３ み 87-87
特定非営利活動法人障害者地域生活支援センター　ぴあ

三沢市 三沢市南町4丁目31-3736 0176-52-5870 タクシー等 H29

上十三 上十三第 542号
ニッサン　クリッパー八戸480　か　76-17(一般財団法人 三沢市公
園緑化公社)

三沢市 三沢市千代田町四丁目140番地369号 0176-51-2820 タクシー等 H29

三戸 八戸第721号
グループホームまきば
ダイハツ　ハイゼットカーゴ 八戸880あ609

五戸町 三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平21－１ 0178-62-7113 タクシー等 H30

三戸 八戸第722号
グループホームまきば
ホンダ　オデッセイ　八戸500フ7747

五戸町 三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平21－１ 0178-62-7113 タクシー等 H30

三戸 八戸第725号
アクア設備株式会社　社用車
ﾄﾖﾀ ﾚｸｻｽ 八戸330 や 6 29

八戸市 八戸市沼館一丁目2番12号 0178-72-1500 タクシー等 H30

三戸 八戸第726号
アクア設備株式会社 社用車
ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ　 八戸400 せ 30－39

八戸市 八戸市沼館一丁目2番12号 0178-72-1500 タクシー等 H30

三戸 八戸第727号
アクア設備株式会社 社用車
ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 八戸580 さ 99－80

八戸市 八戸市沼館一丁目2番12号 0178-72-1500 タクシー等 H30

三戸 八戸第728号
アクア設備株式会社 社用車
ﾆｯｻﾝ ｷｭｰﾌﾞ 八戸500 ほ 71－99

八戸市 八戸市沼館一丁目2番12号 0178-72-1500 タクシー等 H30

三戸 八戸第729号
株式会社シマヤ　八戸支店
ダイハツミライース　八戸580　と10-89

八戸市 八戸市日計1丁目2番40号 0178-20-5770 タクシー等 H30

三戸 八戸第730号
株式会社シマヤ　八戸支店
トヨタ　プロボックス　八戸400　そ　14-66

八戸市 八戸市日計1丁目2番40号 0178-20-5770 タクシー等 H30
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三戸 八戸第731号
株式会社シマヤ　八戸支店
トヨタ　プロボックス　八戸400　そ　5-36

八戸市 八戸市日計1丁目2番40号 0178-20-5770 タクシー等 H30

むつ むつ第423号 損害保険ジャパン(株)　むつ駐在所　日産　マーチ　青森501ち2048 むつ市 むつ市本町1-10 0176-51-7031 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第580号 ニッサン　セレナ　青森300ま2171 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第581号 ニッサン　セレナ（博愛号）青森501ち1669 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第582号 ダイハツ　ハイゼット　青森480さ7105 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第583号 ホンダ　インサイト　青森500み2786 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第584号 いすゞ　ユニック付トラック　青森100す3447 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第585号 トヨタ　ハイエース　青森400そ480 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第586号 三菱　キャンター　青森400せ8295 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第587号 ホンダ　アクティ　青森400く9875 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第588号 トヨタ　カリブ　青森500さ891 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第589号 いすゞ　平ボディートラック　青森400せ7168 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第590号 三菱　平ボディートラック　青森400せ9941 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第591号 トヨタ　レジアスエース　青森400そ9008 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第592号 ダイハツ　ハイゼット　青森480く6835 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第593号 トヨタ　ヴォクシー　青森501ち7329 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第594号 トヨタ　ラクティス　青森501つ1485 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第595号 マイクロバス　青森200さ1480 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 0173-74-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第597号 日産　ノート　青森501せ3031 五所川原市 五所川原市鎌谷町516-３ 0173-35-7733 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第599号 スズキスイフト　青森501て2308 五所川原市 五所川原市鎌谷町516-５ 0173-35-7733 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第602号 いすゞ　フォワード　青森100す8802 鰺ヶ沢町 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町106 0173-72-2006 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第612号 トヨタ　ノア　青森８００　さ　３６８７ 五所川原市 五所川原市一ツ谷554-10 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第613号 ホンダ　N－BOX　青森５８０　ひ　２２２ 五所川原市 五所川原市一ツ谷554-11 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第614号 トヨタ　ノア　青森５００　ま　５１４８ 五所川原市 五所川原市松島町4-55 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第615号 ホンダ　N－BOX　青森５８０　の　３１２８ 五所川原市 五所川原市松島町4-55 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第616号 ダイハツ　ハイゼット　青森８８０　あ　１０４１ 五所川原市 五所川原市松島町4-55 0173-34-4856 タクシー等 H30

弘前 弘前第990号
スバル　レガシィ
青森300　ひ　5823（弘前支社）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市代官町1-1)

 017-773-4428(0172-33-4412) タクシー等 H30

弘前 弘前第994号
スバル　インプレッサ
青森300　ほ　8630（弘前支社）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市代官町1-1)

 017-773-4428(0172-33-4412) タクシー等 H30

弘前 弘前第995号
日産　マーチ
青森501　せ　4343（弘前支社）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市代官町1-1)

 017-773-4428(0172-33-4412) タクシー等 H30

弘前 弘前第997号
日産　ノート
青森501　ち　9297（弘前支社）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市代官町1-1)

 017-773-4428(0172-33-4412) タクシー等 H30

弘前 弘前第999号
スバル　インプレッサ
青森300　ほ　4458（弘前支社）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市代官町1-1)

 017-773-4428(0172-33-4412) タクシー等 H30

弘前 弘前第1000号
スズキ　スイフト青森501　そ　4945
（弘前保険金サービス課）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市駅前2-2-2)

 017-773-4428(0172-33-4414) タクシー等 H30

弘前 弘前第1001号
スバル　インプレッサ 青森300　ま　5892
（弘前保険金サービス課）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市駅前2-2-2)

 017-773-4428(0172-33-4414) タクシー等 H30

弘前 弘前第1002号
日産　ノート 青森501　つ　2519
（弘前保険金サービス課）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市駅前2-2-2)

 017-773-4428(0172-33-4414) タクシー等 H30

弘前 弘前第1004号
スバル　インプレッサ 青森300　ふ　1669
（弘前保険金サービス課）

弘前市
青森市新町一丁目1番14号
(弘前市駅前2-2-2)

 017-773-4428(0172-33-4414) タクシー等 H30

三戸 八戸第754号
損害保険ジャパン日本株式会社青森支店　十和田三沢営業所
日産マーチ　青森501ち9735

おいらせ町 上北郡おいらせ町緑ヶ丘1-50-2065 0176-51-7031 タクシー等 H30

三戸 八戸第756号
損害保険ジャパン株式会社青森支店 十和田三沢営業所
三菱デリカ　八戸500め1901 おいらせ町 上北郡おいらせ町緑ヶ丘1-50-2065 0176-51-7031 タクシー等 H30

三戸 八戸第759号
損害保険ジャパン株式会社青森支店　八戸保険金サービス課
三菱デリカ　八戸500め8545

八戸市 八戸市城下1-1-9 0178-45-4630 タクシー等 H30

三戸 八戸第770号
損害保険ジャパン株式会社青森支店
八戸支社 ホンダフィット　八戸500み9558

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第771号
損害保険ジャパン株式会社青森支店
八戸支社 トヨタカローラ　八戸500め3292

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第776号
損害保険ジャパン株式会社青森支店
八戸支社 トヨタヴィッツ　八戸500む6171

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第777号
損害保険ジャパン株式会社青森支店
八戸支社 日産マーチ　八戸500ほ8286

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第778号
損害保険ジャパン株式会社青森支店
八戸支社 ホンダフィット　八戸500む0608

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第780号
損害保険ジャパン日本興亜株式会社青森支店
八戸支社 マツダアクセラ　八戸300ぬ7427

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

上十三 上十三第５７６号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30
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上十三 上十三第５７７号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８０号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８１号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８２号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ居宅介護支援事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3158 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８３号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８４号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８５号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８６号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８７号 社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ居宅介護支援事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176‐27‐3158 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８８号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ居宅介護支援事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3158 タクシー等 H30

上十三 上十三第５８９号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９０号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９１号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ居宅介護支援事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3158 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９２号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９４号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９５号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９６号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９７号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９８号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第５９９号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第６０１号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第６０２号   社会福祉法人みやぎ会在宅介護支援センター老健とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

上十三 上十三第６０３号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ居宅介護支援事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3158 タクシー等 H30

上十三 上十三第６０４号   社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ訪問介護事業所 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3170 タクシー等 H30

上十三 上十三第６０５号  社会福祉法人みやぎ会介護老人保健施設とわだ 十和田市  青森県十和田市大字洞内字長田60番地６ 0176-27-3131 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３３９号 青森300ふ5467　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４０号 青森300ふ7338　アクセラ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４２号 青森501た5505　ノート 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４４号 青森501ち4213　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４５号 青森501つ169　スイフト 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４６号 青森501そ8332　ノート 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４７号 青森501つ1800　ノート 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４８号 青森300ほ9121　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３４９号 青森501せ2805　ヴィッツ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５０号 青森300み1940　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５１号 青森300ま9604　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５３号 青森501ち9733　ノート 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５４号 青森501た7265　フィット 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５５号 青森501ち9734　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５６号 青森501た5279　フィット 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５８号 青森300ほ4284　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３５９号 青森501た8404　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６０号 青森501ち9736　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６１号 青森501そ8938　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６３号 青森501た8238　スイフト 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30



空気クリーン施設認証一覧

地域 登録番号 施設名 市町村 住所 電話
施設
種別

認証
年度

青森市 保健衛生第３６４号 青森501た7619　フィット 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６５号 青森501そ6326　ノート 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６７号 青森501せ9235　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６８号 青森300ふ2341　インプレッサ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３６９号 青森501そ5457　ブーン 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７０号 青森501ち9394　スイフト 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７１号 青森501せ8074　マーチ 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７２号 青森501つ2820　ブーン 青森市 青森市新町１－１－１４ 017-773-4428 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第618号 ダイハツ　ハイゼット　青森880　あ　1175 五所川原市 五所川原市大字漆川字浅井143-4 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第619号 ホンダ　ヴォクシー　青森501　ち　194 五所川原市 五所川原市大字漆川字浅井143-4 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第620号 ダイハツ　タント　青森580　も　1853 五所川原市 五所川原市大字漆川字浅井143-4 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第621号 ホンダ　ゼスト　青森580　ま　31 五所川原市 五所川原市一ツ谷554-9 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第622号 ホンダ　N－BOX　青森580　り　119 五所川原市 五所川原市一ツ谷554-9 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第623号 ホンダ　N－WGN　青森580　ま　4101 五所川原市 五所川原市一ツ谷554-9 0173-34-4856 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第626号 スズキ　スペーシア　青森580　も　5440 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第627号 ニッサン　エクストレイル　青森300　ま　7894 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H30

五所川原 五所川原第628号 トヨタ　ハイエースワゴン　青森300　ま　89-00 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111 タクシー等 H30

弘前 弘前第1016号  トヨタ　ハイエース青森300　に　4470（就労サポートひろさき） 弘前市 熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 タクシー等 H30

弘前 弘前第1017号  トヨタ　ハイエース青森300　ま　1043（就労サポートひろさき） 弘前市 熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 タクシー等 H30

弘前 弘前第1018号  スズキ　ワゴンR青森580　い　9441（就労サポートひろさき） 弘前市 熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 タクシー等 H30

弘前 弘前第1019号  スズキ　エブリィ青森480　う　6723（就労サポートひろさき） 弘前市 熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 タクシー等 H30

弘前 弘前第1020号  スズキ　エブリィ青森480　く　5606（就労サポートひろさき） 弘前市 熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 タクシー等 H30

弘前 弘前第1022号  日産　セレナ青森500　む　4345（児童発達支援センターはぁと） 弘前市 熊嶋字亀田183-2 0172-82-5780 タクシー等 H30

弘前 弘前第1023号  日産　セレナ青森501　さ　3134（児童発達支援センターはぁと） 弘前市 熊嶋字亀田183-2 0172-82-5780 タクシー等 H30

弘前 弘前第1024号  ダイハツ　タント青森580　む　8413（児童発達支援センターはぁと）弘前市 熊嶋字亀田183-2 0172-82-5780 タクシー等 H30

弘前 弘前第1026号 トヨタ　ハイエース青森300　つ　5363　（エイブル） 弘前市 弘前市大字若葉二丁目13-1 0172-37-9060 タクシー等 H30

弘前 弘前第1027号 トヨタ　ハイエース青森300　て　2215　（エイブル） 弘前市 弘前市大字若葉二丁目13-1 0172-37-9060 タクシー等 H30

弘前 弘前第1028号 トヨタ　ハイエース青森300　な　5924　（エイブル） 弘前市 弘前市大字若葉二丁目13-1 0172-37-9060 タクシー等 H30

弘前 弘前第1029号 トヨタ　ハイエース青森300　は　2675　（エイブル） 弘前市 弘前市大字若葉二丁目13-1 0172-37-9060 タクシー等 H30

弘前 弘前第1030号 トヨタ　サクシード青森500　め　8901　（エイブル） 弘前市 弘前市大字若葉二丁目13-1 0172-37-9060 タクシー等 H30

弘前 弘前第1033号  トヨタ　ハイエース青森800　す　 338(パインハウス弘前) 弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1034号  トヨタ　ハイエース青森800　さ　7578　(パインハウス弘前) 弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1035号  トヨタ　コースター青森800　す　2189　(パインハウス弘前) 弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1036号   ダイハツ　ハイゼットカーゴ青森880　あ　 848　(パインハウス弘前)弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1037号   スバル　ディアスワゴン青森880　あ　1167　(パインハウス弘前) 弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1038号  トヨタ　ハイエース青森800　す　3885　(パインハウス弘前) 弘前市 弘前市大字国吉字坂本138-10 0172-86-3800 タクシー等 H30

弘前 弘前第1040号  ダイハツ　ミライース青森580　に　7171　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1041号  ダイハツ　ミライース青森580　て　9001　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1042号   スズキ　エブリーワゴン青森880　あ　 513　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1043号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3886　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1044号   トヨタ　ハイエース青森800　す　1520　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1045号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3927　(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1046号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3904(パインハウス城南) 弘前市 弘前市大字原ケ平字山元118-1 0172-88-1764 タクシー等 H30

弘前 弘前第1048号   ダイハツ　ミライース青森580　な　 348　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1049号   ダイハツ　ミライース青森580　ほ　1600　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30
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弘前 弘前第1050号   ダイハツ　アトレー青森880　あ　1068　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1051号   スズキ　アルト青森580　ち　4190　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1052号   スズキ　アルト青森580　ち　4189　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1053号   スバル　プレオ青森580　ひ　8069　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1054号   ダイハツ　アトレー青森580　な　8885　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1055号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3917　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1056号   トヨタ　ハイエース青森800　さ　9572　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1057号   日産　セレナ青森800　さ　8340　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1058号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3903　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1059号   三菱　ローザ青森800　さ　5666　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1060号   スバル　ディアスワゴン青森580　み　9597　(ピノカーサ岩木) 弘前市 弘前市大字五代字田屋敷240-1 0172-82-1515 タクシー等 H30

弘前 弘前第1062号   トヨタ　ハイエース青森800　さ　8891　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1063号   トヨタ　ハイエース青森800　す　3919　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1064号   トヨタ　ハイエース青森800　さ　9254　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1065号   トヨタ　ハイエース青森300　に　 448　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1066号   トヨタ　ハイエース青森800　す　2523　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1067号   トヨタ　ハイエース青森880　あ　1161　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1068号   トヨタ　ハイエース青森580　み　8900　(パインハウス岩木) 弘前市 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-3330 タクシー等 H30

弘前 弘前第1070号  ダイハツ　アトレー青森580　な　8859　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1071号  ダイハツ　アトレー青森880　あ　 753　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1072号  トヨタ　ハイエース青森800　す　1717　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1073号  スバル　プレオ青森580　ひ　8068　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1074号  三菱　ミニキャブ青森880　り　   7　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1075号  三菱　キャンター青森400　た　7729　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1076号  ダイハツ　アトレー青森580　な　8869　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1077号  トヨタ　ハイエース青森800　す　3883　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

弘前 弘前第1078号  日産　セレナ青森800　さ　8663　(松山荘) 弘前市 弘前市大字一町田字浅井443-1 0172-82-3500 タクシー等 H30

三戸 八戸第785号  株式会社　柏崎組　ホンダ　グレイス　八戸500　み　50-20 おいらせ町 上北郡おいらせ町立蛇71番地 0178-50-6511 タクシー等 H30

三戸 八戸第786号 株式会社　柏崎組　ホンダ　フィットシャトル　八戸500　ふ　30-22おいらせ町 上北郡おいらせ町立蛇71番地 0178-50-6511 タクシー等 H30

三戸 八戸第801号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　日産マーチ　八戸500も4424

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 H30

三戸 八戸第802号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　日産ノート　八戸500も3120

八戸市 八戸市城下1-1-9 0178-45-4630 タクシー等 H30

上十三 上十三第６２２号 有限会社ループ　六戸営業所八戸500　ゆ　　3391 六戸町 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保235－２ 0176-50-7888 タクシー等 H30

上十三 上十三第６２６号 有限会社ループ　戸崎営業所 三沢市 青森県三沢市三沢戸崎101－394 0176-50-7888 タクシー等 H30

上十三 上十三第６２８号 有限会社ループ　本社 三沢市 青森県三沢市三沢上屋敷163－63 0176-50-7888 タクシー等 H30

上十三 上十三第６３１号 一般財団法人三沢市公園緑化公社 三沢市 青森県三沢市千代田町四丁目140番地369号 0176-51-2820 タクシー等 H30

東 青森第555号
ダイハツ　ミライース　青森580　も　9414
（企画政策課公用車）

平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H30

東 青森第556号
ダイハツ　ハイゼット　トラック　青森480　す　3178
（水産商工課公用車）

平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H30

東 青森第557号  ダイハツ　ハイゼット　トラック青森480　さ　6506（水産商工課公用車）平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H30

東 青森第558号
日産　セレナ 青森501　ち　1678
（町民課公用車）

平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７６号 青森330て8858 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７７号 青森300ま710 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７８号 青森300ま719 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３７９号 青森300ふ5987 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８０号 青森501た4380 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８１号 青森580ま5895 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30



空気クリーン施設認証一覧

地域 登録番号 施設名 市町村 住所 電話
施設
種別

認証
年度

青森市 保健衛生第３８２号 青森501ち1135 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８３号 青森580も7186 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８４号 青森400そ4953 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８５号 青森400た2233 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８６号 青森400た7210 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８７号 青森580の3359 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８８号 青森480さ8435 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３８９号 青森480す5040 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３９０号 青森480く757 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３９１号 青森480さ4183 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３９２号 青森400そ1436 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３９３号 青森11す5178 青森市 青森市荒川字藤戸133-3 017-739-7641 タクシー等 H30

青森市 保健衛生第３９９号 青森501て1122　フィット 青森市 青森市新町1丁目1-14 017-773-4428 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４００号 青森501つ9847　マーチ 青森市 青森市新町1丁目1-14 017-773-4428 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４０１号 青森501つ9203　ノート 青森市 青森市新町1丁目1-14 017-773-4428 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４０２号 青森501て0682　ノート 青森市 青森市新町1丁目1-14 017-773-4428 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４０３号 青森300み4528　デリカ 青森市 青森市新町1丁目1-14 017-773-4428 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４０９号 八戸880あ741　スズキキャリー 五戸町 五戸町字両ノ沢6-1 0178-61-1511 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４１０号 八戸583と4　三菱ekワゴン 五戸町 五戸町字両ノ沢6-1 0178-61-1511 タクシー等 R1

弘前 弘前第1087号
スズキ　スイフト　青森501 て 0589
（損害保険ジャパン株式会社　弘前支社）

弘前市 弘前市代官町1-1 0172-22-4412 タクシー等 R1

弘前 弘前第1088号
ホンダ　フィット　青森501 つ 6568
（損害保険ジャパン株式会社　弘前支社）

弘前市 弘前市代官町1-1 0172-22-4412 タクシー等 R1

弘前 弘前第1089号
日産　ノート　青森501 つ 6755
（損害保険ジャパン株式会社　弘前支社）

弘前市 弘前市代官町1-1 0172-22-4412 タクシー等 R1

三戸 八戸第809号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　日産ノート　八戸500　も　8687

八戸市 八戸市城下1-9-9 0178-45-4630 タクシー等 R1

三戸 八戸第810号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　日産マーチ　八戸500　も　7555

八戸市 八戸市城下1-9-9 0178-45-4630 タクシー等 R1

三戸 八戸第811号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　スバルインプレッサ　八戸300　の　4526

おいらせ町 上北郡おいらせ町緑ヶ丘1－50－2065 0176-51-7031 タクシー等 R1

三戸 八戸第812号
損害保険ジャパン式会社青森支店　青森保険金サービス課　八戸
サービスセンター　日産　ノート八戸500　も　7781

八戸市 八戸市柏崎1-9-8 0178-45-9111 タクシー等 R1

上十三 上十三第６４９号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５０号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５１号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５２号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５３号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５４号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

上十三 上十三第６５５号 社会福祉法人　同仁会介護老人保健施設　やすらぎ苑 三沢市 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-3097 0176-59-3784 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４４０号
青森480 こ 8665 スバル プレオ
（山下社会保険労務士事務所）

青森市 青森市松原3-7-10 017-732-5176 タクシー等 R1

青森市 青森第560号
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
日産　マーチ　青森501　せ　91-81

青森市 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 タクシー等 R1

青森市 青森第561号
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
スバル　レガシー　青森500　つ　13-63

青森市 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 タクシー等 R1

青森市 青森第562号
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
ホンダ　パートナー　青森　400　す　34-94

青森市 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 タクシー等 R1

青森市 青森第563号
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
ホンダ パートナー　青森44　な　33-99

青森市 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 タクシー等 R1

青森市 青森第564号
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
日産　セレナ　青森501　さ　27-76

青森市 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 タクシー等 R1

東 青森第567号
ホンダ　Ｎ－ＢＯＸ　青森580　よ　2318
(平内町公用車)

平内町 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 タクシー等 R1

弘前 弘前第1097号
ダイハツ　ミラ　青森50　ぬ　8927
（田舎館村役場）

田舎館村 田舎館村大字田舎館字中辻123-1 0172-58-2111 タクシー等 R1

弘前 弘前第1098号
スバル　R2　青森580　せ　1810
（田舎館村役場）

田舎館村 田舎館村大字田舎館字中辻123-1 0172-58-2111 タクシー等 R1

上十三  上十三第６６２号 株式会社　工組 十和田市 十和田市西二番町13番22号 0176-23-4911 タクシー等 R1

上十三  上十三第６６３号 株式会社　工組 十和田市 十和田市西二番町13番22号 0176-23-4911 タクシー等 R1

上十三  上十三第６６４号 株式会社　工組 十和田市 十和田市西二番町13番22号 0176-23-4911 タクシー等 R1
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上十三  上十三第６６５号 株式会社　工組 十和田市 十和田市西二番町13番22号 0176-23-4911 タクシー等 R1

上十三  上十三第６６６号 株式会社　工組 十和田市 十和田市西二番町13番22号 0176-23-4911 タクシー等 R1

上十三 上十三第680号 一般財団法人　三沢市公園緑化公社 三沢市 三沢市千代田町四丁目１４０番地３６９号 0176-51-2820 タクシー等 R1

上十三 上十三第681号 一般財団法人　三沢市公園緑化公社 三沢市 三沢市千代田町四丁目１４０番地３６９号 0176-51-2820 タクシー等 R1

上十三 上十三第682号 一般財団法人　三沢市公園緑化公社 三沢市 三沢市千代田町四丁目１４０番地３６９号 0176-51-2820 タクシー等 R1

上十三 上十三第683号 一般財団法人　三沢市公園緑化公社 三沢市 三沢市千代田町四丁目１４０番地３６９号 0176-51-2820 タクシー等 R1

上十三 上十三第684号 一般財団法人　三沢市公園緑化公社 三沢市 三沢市千代田町四丁目１４０番地３６９号 0176-51-2820 タクシー等 R1

むつ むつ第439号
損害保険ジャパン(株)　むつ駐在所　スバル　インプレッサ　青森
300み6871

むつ市 むつ市本町1-10 0176-51-7031 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４５６号 青森480せ264　ホンダＮバン 青森市 青森市長島2-1-12 017-776-4826 タクシー等 R1

青森市 保健衛生第４５７号 青森580ま3282　スズキエブリイワゴン 青森市 青森市長島2-1-12 017-776-4826 タクシー等 R1

五所川原 五所川原第668号 ホンダ　フリード　青森５３１す７８ 五所川原市 青森県五所川原市大町508-9 0173-34-3005 タクシー等 R1

弘前 弘前第1142号 ダイハツ　ミライース　青森580　に　6257 黒石市 黒石市追子野木2-223 0172-52-5415 タクシー等 R2

西北 五所川原第678号 株式会社M＆Co． 五所川原市 五所川原市幾世森147 0173-26-6126 タクシー等 R2

西北 五所川原第679号 深浦町社会福祉協議会　ホンダ　N-VA　N青森483　え　3111 深浦町 深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 タクシー等 R2

西北 五所川原第680号 第一生命保険　五所川原営業オフィス 五所川原市 五所川原市烏森563 050-3782-0436 タクシー等 R2

上十三 上十三第701号 介護老人保健施設とわだ　八戸580　ぬ6137 十和田市 十和田市大字洞内字長田60‐6 0176‐27‐3131 タクシー等 R2

上十三 上十三第709号 社会福祉法人みやぎ会　介護老人保健施設とわだ 十和田市 十和田市大字洞内字長田60‐6 0176-27-3131 タクシー等 R2

むつ むつ第460号
株式会社　大建設備　青森　100　す　2167　フォワード　(い
すゞ)

むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第461号
株式会社　大建設備　青森　100　す　3167　フォワード　(い
すゞ)

むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第462号
株式会社　大建設備　青森　400　た　2398　ハイエース　(トヨ
タ)

むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第463号
株式会社　大建設備　青森　400　た　9013　ハイエース　(トヨ
タ)

むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第464号 株式会社　大建設備　青森　500　む　8409　ポルテ　(トヨタ) むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第465号 株式会社　大建設備　青森　501　さ　6082　アクア　(トヨタ) むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第466号 株式会社　大建設備　青森　501　つ　5002　アクア　(トヨタ) むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第467号 株式会社　大建設備　青森　330　さ　5229　ハリアー　(トヨタ) むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

むつ むつ第468号 株式会社　大建設備　青森　335　ぬ　1188　ハリアー　(トヨタ) むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第489号 セレナ　せ7522 青森市 青森市青葉2丁目2-1 017-729-4505 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第490号 ハイエース　5839 青森市 青森市青葉2丁目2-1 017-729-4505 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第491号 ハイエース　3759 青森市 青森市青葉2丁目2-1 017-729-4505 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第492号 ハイエース　3715 青森市 青森市青葉2丁目2-1 017-729-4505 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第494号 青森480　さ6924 青森市 青森市新町1丁目9-22 017-722-3352 タクシー等 R2

青森市 保健衛生第495号 青森480　さ5852 青森市 青森市新町1丁目9-22 017-722-3352 タクシー等 R2

上十三 上十三第715号 一般財団法人三沢市公園緑地化公社　青森480　く　9589 三沢市 三沢市千代田町四丁目140-369 0176-51-2820 タクシー等 R2

上十三 上十三第716号 野辺地町　青森300　は　7314 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第717号 野辺地町　青森300　に　3569 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第718号 野辺地町　青森300　ふ　3854 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第719号 野辺地町　青森300　に　2123 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第720号 野辺地町　青森480　さ　6299 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第721号 野辺地町　青森501　ち　2162 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第722号 野辺地町　青森400　さ　7767 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第723号 野辺地町　青森580　も　5672 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第724号 野辺地町　青森480　う　2567 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第725号 野辺地町　青森480　く　1777 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第726号 野辺地町　青森200　は　241 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第727号 野辺地町　青森300　に　3548 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2
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上十三 上十三第728号 野辺地町　青森200　さ　439 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第729号 野辺地町　青森800　す　4141 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第730号 野辺地町　青森800　す　4784 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第731号 野辺地町　青森100　す　655 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第732号 野辺地町　青森000　る　2991 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第733号 野辺地町　青森000　る　1098 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第734号 野辺地町　青森000　る　2663 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第735号 野辺地町　青森900　る　214 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第736号 野辺地町　青森400　そ　561 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第737号 野辺地町　青森11　す　6484 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第738号 野辺地町　青森581　あ　6897 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第739号 野辺地町　青森581　あ　6898 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第740号 野辺地町　青森580　む　4018 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第741号 野辺地町　青森580　む　4019 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第742号 野辺地町　青森580　も　6329 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第743号 野辺地町　青森480　う　9648 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第744号 野辺地町　青森580　こ　657 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第745号 野辺地町　青森800　す　2537 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第746号 野辺地町　青森580　に　6917 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第747号 野辺地町　青森100　す　9231 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第748号 野辺地町　青森100　す　3382 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第749号 野辺地町　青森500　も　7139 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第750号 野辺地町　青森800　す　3867 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第751号 野辺地町　青森501　つ　6514 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第752号 野辺地町　青森580　ち　8411 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第753号 野辺地町　青森580　に　8389 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第754号 野辺地町　青森400　た　3083 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第755号 野辺地町　青森300　ふ　817 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第756号 野辺地町　青森480　さ　6478 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第757号 野辺地町　青森580　も　9695 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

上十三 上十三第758号 野辺地町　青森200　は　201 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175-64-2111 タクシー等 R2

五所川原 五所川原第685号 ニッサンキャラバンAT　青森400　ち　15-13 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字本町209－2 0173-72-2111 タクシー等 R2


