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青森市 青森第260号 道の駅「ゆーさ浅虫」 青森市 青森市浅虫蛍谷 017-737-5151 事業所 H15

青森市 青森第261号 ゆーさ市場「わさも」 青森市 青森市浅虫蛍谷 017-737-5151 事業所 H15

青森市 青森第95号 美容室東ＪＡＭ 青森市 青森市新町2-5-3大坂ﾋﾞﾙ2階 017-723-5523 事業所 H16

弘前 弘前第17号 道の駅いかりがせき「文化観光館」 平川市 平川市碇ヶ関字碇石13-1 0172-49-5020 事業所 H16

弘前 弘前第19号 道の駅いかりがせき「特売所」 平川市 平川市碇ヶ関碇石13-1 0172-49-5161 事業所 H16

上十三 上十三第5号 株式会社工藤組 七戸町 七戸町天間舘字後平150番地62 0176-68-3111 事業所 H16

上十三 上十三第32号 あすなろ温泉 七戸町 七戸町七戸町笊田川久保54-1 0176-62-6472 事業所 H16

青森市 青森第126号 （株）木村建設 青森市 青森市合浦2-19-21 017-741-5244 事業所 H17

青森市 青森第129号 （株）ジョブメイト 青森市 青森市古川2-15-7ジョブメイトビル1階 017-775-2008 事業所 H17

青森市 青森第130号 （有）青森介護サービス 青森市 青森市古川2-15-7ジョブメイトビル2階 017-721-1232 事業所 H17

青森市 青森第131号 （有）青森看護婦家政婦紹介所 青森市 青森市古川2-15-7ジョブメイトビル2階 017-773-1232 事業所 H17

青森市 青森第168号 マッサージハウスさんぽ 青森市 青森市合浦2-5-29 017-744-1520 事業所 H17

弘前 弘前第35号 大鰐町地域交流センター 大鰐町 大鰐町大鰐字川辺11-11 0172-49-1126 事業所 H17

弘前 弘前第61号 農協女性部ふれあい市 田舎館村 田舎館村枝川字館子145-1 0172-58-3638 事業所 H17

弘前 弘前第64号 道の駅いかりがせき　御仮屋御殿「関の庄」温泉 平川市 平川市碇ヶ関字阿原23-2 0172-46-9355 事業所 H17

弘前 弘前第111号 たまごや 黒石市 黒石市松原150-1 0172-53-5595 事業所 H17

三戸 八戸第173号 ビューティーショップよこやま 八戸市 八戸市長横町11-8 0178-46-0799 事業所 H17

上十三 上十三第49号 （株）御菓子のみやきん三沢店 三沢市 三沢市美野原2 0176-62-5100 事業所 H17

むつ むつ第103号 ニュートップクリーナー むつ市 むつ市田名部字上川32-318 0175-22-4066 事業所 H17

むつ むつ第104号 本間クリーニング むつ市 むつ市新町20-21 0175-22-1863 事業所 H17

むつ むつ第105号 田名部クリーニング店 むつ市 むつ市緑町15-8 0175-22-1535 事業所 H17

むつ むつ第106号 大沢ドライクリーニング店 むつ市 むつ市川内町川内321 0175-42-3045 事業所 H17

むつ むつ第107号 サンドライクリーニング むつ市 むつ市大湊上町8-9 0175-24-1314 事業所 H17

むつ むつ第114号 三菱マテリアル株式会社青森工場 東通村 東通村尻屋字八峠1 0175-47-2211 事業所 H17

青森市 青森第308号 アップルウェザー 青森市 青森市中佃1-1-30 112号 017-765-3765 事業所 H18

弘前 弘前第154号 みちのくコカ・コーラ（株）弘前営業所 弘前市 弘前市石渡2-5-4 0172-34-5200 事業所 H18

三戸 八戸第180号 五戸郵便局 五戸町 五戸町字天満7-1 0178-62-3060 事業所 H18

三戸 八戸第181号 新郷郵便局 新郷村 新郷村戸来字金ｹ沢31-1 0178-78-3060 事業所 H18

三戸 八戸第182号 西越郵便局 新郷村 新郷村西越字沢口26-10 0178-78-3160 事業所 H18

三戸 八戸第184号  しんせい五戸農業協同組合新郷支店 新郷村 新郷村戸来字中野平22-1 0178-78-2211 事業所 H18

三戸 八戸第189号 南郷郵便局 八戸市 八戸市南郷区市野沢字市野沢37-2 0178-82-2600 事業所 H18

三戸 八戸第190号 浅田郵便局 五戸町 五戸町浅水字浅水76 0178-67-2660 事業所 H18

三戸 八戸第191号 倉石郵便局 五戸町 五戸町中市上ﾐ平1-4 0178-77-3060 事業所 H18

三戸 八戸第192号 上市川郵便局 五戸町 五戸町上市川十文字辻9-2 0178-68-2260 事業所 H18

三戸 八戸第193号 階上駅前郵便局 階上町 階上町道仏字榊山10-204 0178-89-2100 事業所 H18

三戸 八戸第194号 階上郵便局 階上町 階上町赤保内耳ｹ吠6-28 0178-88-2100 事業所 H18

三戸 八戸第195号 陸奥田代郵便局 階上町 階上町田代手庭町4-2 0178-88-2160 事業所 H18

三戸 八戸第196号 島守郵便局 八戸市 八戸市南郷区島守砂篭5-4 0178-83-2600 事業所 H18

五所川原 五所川原第110号 有限会社秀建築設計事務所 五所川原市 五所川原市不魚住75-12 0173-35-8885 事業所 H18

五所川原 五所川原第111号 有限会社グリーンネット 五所川原市 五所川原市高野字北原221 0173-29-4262 事業所 H18

上十三 上十三第78号
環境科学技術研究所
低線量生物影響実験施設

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮字家ﾉ前1-7 0175-71-1200 事業所 H18

むつ むつ第131号 エチゼンヤ むつ市 むつ市大湊町2-9 0175-24-1415 事業所 H18

弘前 弘前第173号 開源堂　川嶋 弘前市 弘前市品川町15 0172-32-8556 事業所 H19

弘前 弘前第186号 からんころん温泉 平川市 平川市館山板橋14 0172-44-4210 事業所 H19

上十三 上十三第138号 南部縦貫株式会社本社 七戸町 七戸町字笊田48-1 0176-62-2131 事業所 H19
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上十三 上十三第139号 株式会社　縦貫タクシー 七戸町 七戸町字荒熊内211番地1 0176-62-2121 事業所 H19

上十三 上十三第140号 株式会社倉岡素材造林 七戸町 七戸町字古屋敷117-9 0176-62-6529 事業所 H19

上十三 上十三第141号 八戸液化ガス㈱北部営業所 七戸町 七戸町字荒熊内66-151 0176-62-4113 事業所 H19

上十三 上十三第143号 縦貫タクシー野辺地営業所 野辺地町 野辺地町字野辺地5-5 0175-64-3151 事業所 H19

上十三 上十三第163号 株式会社日本地研せせらぎ温泉 十和田市 十和田市相坂字下前川原188-1 0176-22-1112 事業所 H19

弘前 弘前第251号 株式会社工藤酸素店 弘前市 弘前市金属町3-3 0172-88-3221 事業所 H20

三戸 八戸第273号 株式会社ヤマヨ本社 八戸市 八戸市江陽4‐10‐24 0178-24-3211 事業所 H20

三戸 八戸第274号 株式会社ヤマヨ団地工場 八戸市 八戸市市川町下揚49-10 0178-24-3211 事業所 H20

上十三 上十三第169号 （有）マイドウー 東北町 東北町字乙供40-20 0175-63-3599 事業所 H20

上十三 上十三第174号 有限会社うめや商事 東北町 東北町字上北北1-34-113 0176-56-2123 事業所 H20

上十三 上十三第184号 公文式六戸教室 六戸町 六戸町犬落瀬後田5-3 0176-55-5833 事業所 H20

上十三 上十三第219号 ふくろうの湯 七戸町 七戸町字道ﾉ上63-3 0176-69-1124 事業所 H20

上十三 上十三第226号 大黒湯 十和田市 十和田市西十三番町26-1 0176-23-1608 事業所 H20

上十三 上十三第227号 （株）御菓子のみやきん　十和田総本店 十和田市 十和田市東四番町1-14 0176-21-1230 事業所 H20

むつ むつ第145号 SAKURAむつ店 むつ市 むつ市海老川町3-11 0175-23-8800 事業所 H20

弘前 弘前第338号 株式会社スズケン弘前支店 弘前市 弘前市神田1-2-3 0172-31-3360 事業所 H21

五所川原 五所川原第157号 五所川原市総合交流促進センター（トーサムプラザ） 五所川原市 五所川原市相内実取287-1058 0173-62-3556 事業所 H21

五所川原 五所川原第161号 金木観光物産館 五所川原市 五所川原市金木町朝日山195-2 0173-64-1155 事業所 H21

上十三 上十三第229号 株式会社大竹菓子舗 十和田市 十和田市東一番町7-28 0176-22-4715 事業所 H21

青森市 保健衛生第47号 特定非営利活動法人MAMMA事業所 青森市 青森市はまなす1丁目1-5 017-752-0278 事業所 H22

東 青森第364号 道の駅いまべつ　半島プラザアスクル 今別町 今別町大川平字清川87-16 0174-31-5200 事業所 H22

東 青森第372号 株式会社蓬田紳装 蓬田村 蓬田村郷沢字浜田138-88 0174-27-2345 事業所 H22

弘前 弘前第364号 青森オリンパス㈱ 黒石市 黒石市追子野木2-248-1 0172-52-8511 事業所 H22

三戸 八戸第293号 三戸郵便局 三戸町 三戸町八日町15-2 0179-22-2363 事業所 H22

三戸 八戸第294号 田子郵便局 田子町 田子町田子字天神堂向137-2 0179-32-3360 事業所 H22

三戸 八戸第295号 陸奥上郷郵便局 田子町 田子町石亀字石亀84-6 0179-33-1160 事業所 H22

三戸 八戸第296号 諏訪平郵便局 南部町 南部町玉掛字諏訪ﾉ平55-15 0179-34-3160 事業所 H22

三戸 八戸第297号 上名久井郵便局 南部町 南部町上名久井字杉の木1-3 0178-76-2200 事業所 H22

三戸 八戸第298号 名川郵便局 南部町 南部町大字剣吉字中町17-13 0178-75-1060 事業所 H22

三戸 八戸第299号 福地郵便局 南部町 南部町苫米地字白山堂1-15 0178-84-2300 事業所 H22

上十三 上十三第255号 有限会社ふじの 十和田市 十和田市稲生町13-7 0176-24-1555 事業所 H22

むつ むつ第266号 葭の湯 むつ市 むつ市海老川町21-1 0175-22-1256 事業所 H22

弘前 弘前第453号 岩木山観光協会（岩木山観光物産案内所） 弘前市 弘前市百沢字裾野124 0172-83-3000 事業所 H23

五所川原 五所川原第210号 道の駅こどまり（ポンドマリ） 中泊町 中泊町小泊字折腰内45 0173-27-9300 事業所 H23

五所川原 五所川原第213号 徐福の里物産品直売所 中泊町 中泊町小泊字下前171-1 0173-64-3720 事業所 H23

青森市 保健衛生第67号 カットショップショーン 青森市 青森市新町1-2-14 017-723-3844 事業所 H25

三戸 八戸第322号 株式会社　サンライズ 八戸市 八戸市南白山台1-5-33 0178-70-2870 事業所 H25

三戸 八戸第323号 ヘアーサロンルージュ 八戸市 八戸市根城9-17-2 0178-44-8942 事業所 H25

三戸 八戸第326号 ヘアーサロン　フルサワ 八戸市 八戸市荒町21 0178-22-5205 事業所 H25

五所川原 五所川原第269号 夢工房　月見野 つがる市 つがる市森田町森田月見野476-1 0173-26-2117 事業所 H25

むつ むつ第309号 ㈱エム・オーエー東日本販売下北店 むつ市 むつ市小川町2-2-4 0175-22-0227 事業所 H25

五所川原 五所川原第272号 ABITANiAジャージ－ファーム 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町建石町字大曲225-2 0173-72-1618 事業所 H26

上十三 上十三第332号  株式会社シービーエス六ヶ所事業所 六ヶ所村 六ヶ所村尾駮字弥栄平1－90 0175-71-0234 事業所 H26

むつ むつ第314号 みちのく城ヶ沢フードセンター むつ市 むつ市城ヶ沢字砂川目3－43 0175-34-9947 事業所 H26

青森市 保健衛生第75号 公益社団法人青森県医師会館 青森市 青森市新町2丁目8-21 017-723-1911 事業所 H27
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青森市 保健衛生第106号 株式会社ダイドー青森 青森市 青森市新城字山田67-1 017-788-8403 事業所 H27

青森市 保健衛生第112号 株式会社　シマヤ 青森市 青森市松原三丁目10－3 017-775-2477 事業所 H27

青森市 保健衛生第130号 （株）大永　青森営業所 青森市  青森市浪岡女鹿沢東花岡５４-１９ 0172-40-0408 事業所 H27

弘前 弘前第546号 株式会社　齋藤酒造店 弘前市 弘前市駒越町58番地 0172-34-2233 事業所 H27

弘前 弘前第549号 かがや食品株式会社 弘前市 弘前市大字神田3丁目2番地10 0172-35-6226 事業所 H27

弘前 弘前第550号 株式会社　大成コンサル 弘前市 弘前市大字取上五丁目12番地7 0172-33-2781 事業所 H27

弘前 弘前第607号 有限会社　エルシィホーム 弘前市 弘前市豊原2丁目1－1 0172-88-7785 事業所 H27

弘前 弘前第608号 株式会社　フィット・ケアサービス 弘前市 弘前市泉野4丁目2－11 0172-89-2490 事業所 H27

弘前 弘前第609号 株式会社　大伸管工業所 弘前市 弘前市藤野1丁目6番地3 0172-34-2871 事業所 H27

弘前 弘前第611号 東北化学薬品株式会社 弘前市 弘前市大字神田一丁目３番地の１ 0172-33-8131 事業所 H27

弘前 弘前第617号 有限会社　ｹｱｻｰﾋﾞｽ弘前 弘前市 弘前市大字品川町１５５番地２ 0172-32-3923 事業所 H27

弘前 弘前第624号 連合青森津軽地域協議会 弘前市 弘前市大字堅田２丁目１－８ 0172-35-6313 事業所 H27

弘前 弘前第626号 有限会社　ひろさき元気会計 弘前市 弘前市城東１－２－３ 0172-29-3225 事業所 H27

三戸 八戸第454号 有限会社　山協電気工業 八戸市 八戸市大字中居林字彦五郎9-12 0178-45-2125 事業所 H27

三戸 八戸第460号 社会福祉法人豊寿会グッジョブ妙光園 八戸市 八戸市妙字分枝44-1 0178-25-2111 事業所 H27

三戸 八戸第461号 株式会社　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 事業所 H27

三戸 八戸第468号 株式会社　ユニバース本部 八戸市 八戸市大字長苗代83-1 0178-21-1888 事業所 H27

三戸 八戸第470号 下沢食品株式会社 八戸市 八戸市北白山台二丁目2番10号 0178-27-0370 事業所 H27

三戸 八戸第471号
東京海上日動火災保険株式会社
八戸東京海上日動ビル

八戸市 八戸市柏崎1-8-20 0178-45-1221 事業所 H27

五所川原 五所川原第299号 株式会社　敬通（K2マート） 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿25-2 0173-82-2520 事業所 H27

五所川原 五所川原第300号 クリーニングのママ号　Ｋ2店 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿25-2 0173-34-5038 事業所 H27

五所川原 五所川原第364号 株式会社 野呂建設 つがる市 つがる市木造舘岡稲葉140-2 0173-45-2055 事業所 H27

五所川原 五所川原第368号 株式会社　脇川建設工業所 深浦町 深浦町大字北金ヶ沢字塩見形2番地10 0173-76-2151 事業所 H27

五所川原 五所川原第375 号  ハイコンポーネンツ青森株式会社 鶴田町 鶴田町大字山道字小泉275番地 0173-22-6340 事業所 H27

上十三 上十三第354号 青森日揮プランテック株式会社 六ヶ所村 六ヶ所村尾駮字弥栄平1－89 0175-71-1515 事業所 H27

上十三 上十三第435号
（有）アルファ・トレーディング
KIWI＆ATCスポーツ店

十和田市 十和田市元町東2丁目2-25 0176-23-9126 事業所 H27

むつ むつ第344号 イシバシ美容院 むつ市 むつ市田名部町8－19 0175‐22‐1484 事業所 H27

むつ むつ第346号 にしざわ美容室 むつ市 むつ市大平町42－7 0175‐24‐3250 事業所 H27

むつ むつ第347号 hiar factory T's むつ市 むつ市旭町11－15 0175‐24‐4013 事業所 H27

むつ むつ第348号 やまだ美容室 むつ市 むつ市小川町2－8－1 0175‐22‐3711 事業所 H27

むつ むつ第350号 株式会社ネクサス　タケダスポーツ　むつ店 むつ市 むつ市下北町2－52 0175-23‐8501 事業所 H27

むつ むつ第351号 タカ理容室 むつ市 むつ市下北町5－5 0175-22-0628 事業所 H27

むつ むつ第353号 東京海上日動火災保険株式会社　むつ支社 むつ市 むつ市中央1-4-5　むつマリンビル 0175-22-8311 事業所 H27

むつ むつ第354号 ミルク工房　ボン・サーブ むつ市 むつ市大字田名部字内田４２－６０６ 0175‐28‐2888 事業所 H27

青森市 保健衛生第131号 株式会社　ワイエム・プランニング 青森市 青森市中佃１－１－３８ 017-765-0411 事業所 H28

青森市 保健衛生第132号 ツルハドラッグ　青森浜田店 青森市 青森市浜田玉川２５１－２ 017-762-3268 事業所 H28

青森市 保健衛生第133号 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 事業所 H28

青森市 保健衛生第152号  明治安田生命保険相互会社青森第六営業所 青森市
青森市中央１－２３－５
明治安田生命青森中央ビル６F

017-723-5470 事業所 H28

青森市 保健衛生第153号  産電工業株式会社青森営業所 青森市 青森市橋本三丁目４番１９号 017-752-6788 事業所 H28

青森市 保健衛生第154号 問屋町会館 青森市 青森市問屋町２丁目１７番３号 017-738-4711 事業所 H28

青森市 保健衛生第155号 株式会社　双見商会　青森営業所 青森市 青森市問屋町１－１１－９ 017-738-4001 事業所 H28

青森市 保健衛生第158号 明治安田生命保険相互会社　青森第一営業所 青森市
青森市中央１－２３－５
明治安田生命青森中央ビル２Ｆ

017-773-4154 事業所 H28

青森市 保健衛生第159号 明治安田生命保険相互会社　青森国道営業所 青森市
青森市中央１－２３－５
明治安田生命青森中央ビル7Ｆ

017-773-4155 事業所 H28

青森市 保健衛生第160号 明治安田生命保険相互会社　青森中央営業所 青森市
青森市中央１－２３－５
明治安田生命青森中央ビル8Ｆ

017-735-3471 事業所 H28

青森市 保健衛生第161号 コセキ株式会社　青森営業所 青森市 青森市問屋町二丁目２０番５号 017-738-4506 事業所 H28
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青森市 保健衛生第162号 アンジェリック　青森店 青森市 青森市第二問屋町２－８－３２ 017-757-8012 事業所 H28

青森市 保健衛生第163号 有限会社　赤石貨物　青森営業所 青森市 青森市大字野木字野尻３７－６９８ 017-762-5661 事業所 H28

青森市 保健衛生第164号 株式会社　金竹成家 青森市 青森市問屋町一丁目７番２８号 017-738-4701 事業所 H28

青森市 保健衛生第165号 大和電設工業(株)青森支店 青森市 青森市野木字山口１６４－４６ 017-752-6040 事業所 H28

青森市 保健衛生第166号 株式会社サンデー　青森店 青森市 青森市三好二丁目2番地1 017-782-1231 事業所 H28

青森市 保健衛生第167号 株式会社サンデー　青森虹ヶ丘店 青森市 青森市虹ヶ丘二丁目1番1号 017-744-1222 事業所 H28

青森市 保健衛生第168号 株式会社サンデー　浪岡店 青森市 青森市浪岡大字女鹿沢字稲本81番 0172-62-0334 事業所 H28

青森市 保健衛生第169号 株式会社サンデー　青森浜田店 青森市 青森市大字浜田字玉川196番地1 017-729-3400 事業所 H28

青森市 保健衛生第172号 青森県庁消費生活協同組合　本部 青森市 青森市長島1-1-1　青森県庁内 017-722-7798 事業所 H28

青森市 保健衛生第173号 青森県庁消費生活協同組合　本庁東棟店 青森市 青森市長島1-1-1　青森県庁東棟1階 017-774-1558 事業所 H28

青森市 保健衛生第174号 青森県庁消費生活協同組合　本庁北棟店 青森市 青森市長島1-1-1　青森県庁北棟1階 017-763-5322 事業所 H28

青森市 保健衛生第175号 青森県庁消費生活協同組合　つくしが丘店 青森市 青森市三内沢部353-92　つくしが丘病院内 017-788-8335 事業所 H28

青森市 保健衛生第187号 株式会社 佐々木建設工業 青森市 青森市青柳1丁目16-93 017-721-3555 事業所 H28

東 青森第466号 株式会社サンデー平内店 平内町 平内町大字小湊字外ノ沢40 017－755－2030 事業所 H28

弘前 弘前第706号 アサノ水ing株式会社 藤崎町 藤崎町大字西豊田3丁目1-24 0172-75-4970 事業所 H28

弘前 弘前第731号 ヴィンテージプレミアム 弘前市 弘前市元寺町69 0172-35-1214 事業所 H28

弘前 弘前第732号 ヴィンテージ青山店 弘前市 弘前市青山2丁目24-3 0172-32-8724 事業所 H28

弘前 弘前第733号 大和電設工業(株)弘前技術センタ 弘前市 弘前市高田4-3-7 0172-27-4211 事業所 H28

弘前 弘前第735号 株式会社サンデー弘前安原店 弘前市 弘前市大字泉野一丁目4番地2 0172-88-1121 事業所 H28

弘前 弘前第736号 株式会社サンデー弘前店 弘前市 弘前市大字八幡町三丁目1番地5 0172-33-6721 事業所 H28

弘前 弘前第737号 株式会社サンデー弘前石渡店 弘前市 弘前市大字石渡四丁目5番地1 0172-35-1811 事業所 H28

弘前 弘前第738号 おしゃれ工房ぱぁ～ま屋 弘前市 弘前市大字駅前町15-8 0172-34-3722 事業所 H28

弘前 弘前第752号 東弘電機株式会社 弘前市 弘前市大字神田2丁目7-5 0172-34-3865 事業所 H28

弘前 弘前第753号 株式会社　東邦設備工業所 弘前市 弘前市大字神田4丁目6の36 0172-34-0056 事業所 H28

弘前 弘前第777号 株式会社弘都電気 弘前市 弘前市大字高田字苺原95番地7 0172-27-6287 事業所 H28

弘前 弘前第787号 張山電氣株式会社 弘前市 弘前市大字徳田町30番地1 0172-32-6223 事業所 H28

弘前 弘前第789号 株式会社共同設備 弘前市 弘前市大字兼平字猿沢77番地5 0172-82-5657 事業所 H28

弘前 弘前第793号 共立設備工業株式会社 弘前市 弘前市大字扇町2-4-1 0172-28-3456 事業所 H28

弘前 弘前第794号 日善電気株式会社 弘前市 弘前市大字藤野一丁目7番地6 0172-36-1515 事業所 H28

弘前 弘前第798号 猪股建設株式会社 弘前市 弘前市大字城東2丁目3番地1 0172-27-8217 事業所 H28

弘前 弘前第838号 青森県庁消費生活協同組合黒石店 弘前市 黒石市田中82-9青森県農林総合研究センター内 0172-52-7072 事業所 H28

弘前 弘前第839号 青森県庁消費生活協同組合弘前店 弘前市 弘前市蔵主町4　弘前合同庁舎内 0172-34-3787 事業所 H28

三戸 八戸第472号
株式会社第一ホーム
アイフルホーム八戸店

八戸市 八戸市新井田西3丁目2番17号 0178-25-8800 事業所 H28

三戸 八戸第473号
株式会社第一ホーム
ベビーパーク八戸スタジオ

八戸市 八戸市新井田西3丁目2番17号 0178-25-8800 事業所 H28

三戸 八戸第508号 株式会社サンデー　本社 八戸市 八戸市根城六丁目２２番１０号 0178-47-8511 事業所 H28

三戸 八戸第509号 株式会社サンデー　八戸石堂店 八戸市 八戸市長苗代二丁目２１番１３号 0178-28-8733 事業所 H28

三戸 八戸第510号 株式会社サンデー　八戸長苗代店 八戸市 八戸市大字長苗代字前田６１番地２ 0178-28-9651 事業所 H28

三戸 八戸第511号 株式会社サンデー　八戸新井田店 八戸市 八戸市大字新井田字寺沢１９番地２ 0178-25-2611 事業所 H28

三戸 八戸第512号 株式会社サンデー　八戸根城店 八戸市 八戸市根城六丁目２２番１０号 0178-22-5040 事業所 H28

三戸 八戸第513号 株式会社サンデー　八戸沼館店 八戸市 八戸市沼館四丁目７番１１４号 0178-41-2202 事業所 H28

三戸 八戸第514号 株式会社サンデー　三戸店 三戸町 三戸町大字川守田字下比良２３番地１ 0179-22-2600 事業所 H28

三戸 八戸第515号 株式会社サンデー　ホームマート名川店 南部町 南部町大字斗賀字沼田７８番地 0178-75-1118 事業所 H28

三戸 八戸第516号 株式会社サンデー　ホームマート南郷店 八戸市 八戸市南郷大字市野沢８番地４ 0178-60-8820 事業所 H28

三戸 八戸第529号 美容室じゅん 八戸市 八戸市尻内町矢沢８４－５ 0178-27-1747 事業所 H28

三戸 八戸第578号 青森県庁消費生活協同組合八戸店 八戸市 八戸市大字尻内町字鴨田７八戸合同庁舎内 0178-27-5090 事業所 H28
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三戸 八戸第579号 五戸町商工会館（本所） 五戸町 五戸町字新町２４番地１ 0178‐62‐3151 事業所 H28

五所川原 五所川原第4号 武田郵便局 中泊町 中泊町富野字千歳188-31 0173-57-2053 事業所 H28

五所川原 五所川原第70号 （株）丸清起業 五所川原市 五所川原市豊成字田子ﾉ浦64-7 0173-29-3777 事業所 H28

五所川原 五所川原第463号 (株)サンデー五所川原店 五所川原市 五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-1 0173-35-9340 事業所 H28

五所川原 五所川原第465号 (株)サンデーホームマート金木店 五所川原市 五所川原市金木町玉水180-10 0173-54-1320 事業所 H28

五所川原 五所川原第466号 青森県庁消費生活協同組合　五所川原店 五所川原市 五所川原市栄町6−1 0173-34-6131 事業所 H28

上十三 上十三第439号 公益財団法人　環境科学技術研究所 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1番7 0175-71-1200 事業所 H28

上十三 上十三第461号 呉服のかね屋 三沢市 三沢市中央町4-7-32 0176-57-3050 事業所 H28

上十三 上十三第462号 株式会社サンデー　ホームマート天間林店 七戸町 上北郡七戸町字道ノ上67番地2 0176-69-1335 事業所 H28

上十三 上十三第463号 株式会社サンデー　ホームマート乙供店 東北町 上北郡東北町字ほとけ沢83番地１ 0175-65-5825 事業所 H28

上十三 上十三第464号 株式会社サンデー　ホームマート上北店 東北町 上北郡東北町上北北三丁目24番地85 0176-58-1880 事業所 H28

上十三 上十三第465号 株式会社サンデー　ホームマート十和田湖店 十和田市 十和田市大字奥瀬字堰道4-18 0176-70-3271 事業所 H28

上十三 上十三第466号 株式会社サンデー　三沢店 三沢市 三沢市南町一丁目31番地3847号 0176-52-6116 事業所 H28

上十三 上十三第467号 株式会社サンデー　十和田店 十和田市 十和田市大字相坂字小林24番地1 0176-23-9681 事業所 H28

上十三 上十三第468号 株式会社サンデー　野辺地店 野辺地町 上北郡野辺地町字二本木38番地 0175-64-2200 事業所 H28

上十三 上十三第 478号 青森県庁消費生活協同組合　十和田店 十和田市 十和田市西十二番町20-12十和田合同庁舎内 0176-23-9575 事業所 H28

上十三 上十三第 480号 青森県庁消費生活協同組合　七戸店 七戸町 上北郡七戸町大沢48-8営農大学校内 0176-62-6752 事業所 H28

上十三 上十三第 481号 青森県庁消費生活協同組合　七戸庁舎店 七戸町 上北郡七戸町蛇坂55-1上北福祉事務所内 0176-62-5491 事業所 H28

むつ むつ第357号 デリステーションふなばし むつ市 むつ市川内町中道53-1 0175‐42‐2332 事業所 H28

むつ むつ第360号 いのししの館 むつ市 むつ市脇野沢七引201番地5 0175-31-5011 事業所 H28

むつ むつ第367号 大和電設工業（株）　むつ技術センタ むつ市 むつ市小川町2-10-18 0175-34-9305 事業所 H28

むつ むつ第368号 株式会社サンデー　むつ中央店 むつ市 むつ市中央二丁目6番13号 0175-29-1020 事業所 H28

むつ むつ第369号 株式会社サンデー　むつ苫生店 むつ市 むつ市金曲一丁目2番7号 0175-22-3145 事業所 H28

むつ むつ第371号
地方独立行政法人青森県産業技術センター
下北ブランド研究所

むつ市 むつ市大畑町上野154 0175-34-2188 事業所 H28

青森市 保健衛生第188号 青森昭和電線株式会社 青森市 青森市三内字丸山394-105 017-782-2001 事業所 H29

青森市 保健衛生第189号 株式会社　西田組　本社 青森市 青森市大字荒川字柴田102番地1 017-739-2025 事業所 H29

青森市 保健衛生第190号 株式会社　西田組　桐ノ沢処理センター 青森市 青森市大字駒込字桐ノ沢174-1 017-739-2025 事業所 H29

青森市 保健衛生第191号 株式会社　ヒグチ 青森市 青森市問屋町1-15-22 017-738-3661 事業所 H29

青森市 保健衛生第193号 株式会社　青森資源 青森市 青森市大字駒込字桐ノ沢121-3 017-741-5252 事業所 H29

青森市 保健衛生第194号 大管工業株式会社 青森市 青森市大字諏訪沢字岩田50-4 017-726-2100 事業所 H29

青森市 保健衛生第195号 みちのく銀行本部（本店営業部） 青森市 青森市勝田1丁目3-1 017-774-1111 事業所 H29

青森市 保健衛生第196号 みちのく銀行　青森支店 青森市 青森市新町2丁目2-3 017-722-6211 事業所 H29

青森市 保健衛生第197号 みちのく銀行　古川支店 青森市 青森市古川1丁目16-9 017-722-1541 事業所 H29

青森市 保健衛生第198号 みちのく銀行国道ビル（国道支店） 青森市 青森市橋本1丁目4-10 017-722-1300 事業所 H29

青森市 保健衛生第199号 みちのく銀行　旭町支店 青森市 青森市旭町1丁目2-30 017-775-1836 事業所 H29

青森市 保健衛生第200号 みちのく銀行　浪館通支店 青森市 青森市久須志2丁目5-14 017-777-2166 事業所 H29

青森市 保健衛生第201号 みちのく銀行　金沢支店 青森市 青森市金沢4丁目14-10 017-722-2223 事業所 H29

青森市 保健衛生第202号 みちのく銀行　沖館支店 青森市 青森市篠田1丁目28-6 017-766-5141 事業所 H29

青森市 保健衛生第203号 みちのく銀行　栄町支店 青森市 青森市栄町1丁目13-13 017-741-0571 事業所 H29

青森市 保健衛生第204号 みちのく銀行　浪打支店 青森市 青森市浪打1丁目3-23 017-743-3326 事業所 H29

青森市 保健衛生第205号 みちのく銀行　佃支店 青森市 青森市中佃2丁目19-17 017-743-7030 事業所 H29

青森市 保健衛生第206号 みちのく銀行　八重田支店 青森市 青森市はまなす1丁目1-15 017-726-0611 事業所 H29

青森市 保健衛生第207号 みちのく銀行　桜川支店 青森市 青森市奥野3丁目1-1 017-774-2323 事業所 H29

青森市 保健衛生第208号 みちのく銀行　筒井支店 青森市 青森市大字筒井字八ッ橋234-2 017-738-3344 事業所 H29

青森市 保健衛生第209号 みちのく銀行　石江支店 青森市 青森市大字石江字江渡8-2 017-766-1661 事業所 H29
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青森市 保健衛生第210号 みちのく銀行　青森南支店 青森市 青森市緑3丁目9-1 017-776-1221 事業所 H29

青森市 保健衛生第211号 みちのく銀行　小柳支店 青森市 青森市小柳1丁目19-32 017-741-1221 事業所 H29

青森市 保健衛生第212号 みちのく銀行　三内支店 青森市 青森市里見1丁目8-34 017-782-6655 事業所 H29

青森市 保健衛生第213号 みちのく銀行　戸山支店 青森市 青森市蛍沢3-12-21 017-742-1181 事業所 H29

青森市 保健衛生第214号 みちのく銀行　新城支店 青森市 青森市大字新城字平岡231-8 017-787-2525 事業所 H29

青森市 保健衛生第215号 みちのく銀行　浅虫支店 青森市 青森市大字浅虫字蛍谷65-131 017-752-2241 事業所 H29

青森市 保健衛生第216号 みちのく銀行　問屋町支店 青森市 青森市第二問屋町3丁目4-25 017-739-1100 事業所 H29

青森市 保健衛生第217号 みちのく銀行　浪岡支店 青森市 青森市浪岡大字浪岡字細田192-6 0172-62-3031 事業所 H29

青森市 保健衛生第218号 みちのくマイホームプラザ青森（青森住宅ローンセンター） 青森市 青森市浜田3丁目3-1　東奥日報ハウジングパーク 0120-08-3709 事業所 H29

青森市 保健衛生第219号 みちのく銀行事務センター 青森市 青森市青葉3丁目9-12 017-775-1050 事業所 H29

青森市 保健衛生第220号 みちのく銀行ローンセンタービル 青森市 青森市青葉3丁目9-11 017-774-1132 事業所 H29

青森市 保健衛生第237号 株式会社　みちのく計画 青森市 青森市浜館一丁目14番地3 017-765-1311 事業所 H29

青森市 保健衛生第238号 大青工業株式会社 青森市 青森市問屋町1丁目9番30号 017-738-2131 事業所 H29

青森市 保健衛生第240号 田中建設株式会社　青森営業所 青森市 青森市長島二丁目10-4　新藤ビル別館4階 017-776-3539 事業所 H29

青森市 保健衛生第241号 株式会社　福萬組　青森営業所 青森市
青森市長島二丁目10番4号
ヤマウビル4階

017-723-7151 事業所 H29

青森市 保健衛生第242号 株式会社　柿谷興業 青森市 青森市大字幸畑字谷脇90番地 017-738-2408 事業所 H29

青森市 保健衛生第243号 志田内海株式会社 青森市 青森市佃2-19-7 017-765-1122 事業所 H29

青森市 保健衛生第252号 倉橋建設株式会社 青森市 青森市勝田二丁目2-17 017-734-3611 事業所 H29

青森市 保健衛生第253号 有限会社　秦 青森市 青森市大字野内字菊川43-7 017-726-7300 事業所 H29

青森市 保健衛生第264号 相互建設工業株式会社 青森市 青森市大字三内字丸山64番地3 017-781-3564 事業所 H29

青森市 保健衛生第265号 株式会社藤本建設 本社 青森市 青森市大字新城字平岡151-348 017-788-2411 事業所 H29

青森市 保健衛生第266号 株式会社藤本建設 リサイクルセンター 青森市 青森市大字鶴ヶ坂字田川139-35 017-788-5594 事業所 H29

青森市 保健衛生第267号 大矢建設工業株式会社　本社事務所 青森市 青森市大字野沢字川部63番地 017-739-5224 事業所 H29

青森市 保健衛生第268号 大矢建設工業株式会社　荒川事務所 青森市 青森市大字荒川字品川126番地1 017-739-5205 事業所 H29

青森市 保健衛生第269号 株式会社山正小笠原建設 青森市 青森市大字泉野字内野48番地 017-726-3057 事業所 H29

青森市 保健衛生第270号 株式会社　黄金工務店 青森市 青森市造道二丁目10-17 017-741-8451 事業所 H29

青森市 保健衛生第271号 株式会社　鹿内組　本社 青森市 青森市大字野尻字今田97番1号 017-738-2301 事業所 H29

青森市 保健衛生第272号 株式会社　鹿内組　機材管理部 青森市 青森市大字横内字亀井54-1 017-738-2301 事業所 H29

青森市 保健衛生第273号 株式会社　盛興業社 青森市 青森市奥野一丁目1-13 017-734-6431 事業所 H29

青森市 保健衛生第274号 丸喜　株式会社　齋藤組 青森市 青森市中央２－２－１２ 017-777-3329 事業所 H29

青森市 保健衛生第275号 株式会社　丸美佐藤組 青森市 青森市けやき１丁目２番８号 017-726-2256 事業所 H29

青森市 保健衛生第277号 株式会社　阿部重組 青森市 青森市本町1丁目7-5 017-776-1501 事業所 H29

青森市 保健衛生第278号 株式会社　大坂組 青森市 青森市大字諏訪沢字岩田51番地1 017-726-2461 事業所 H29

青森市 保健衛生第279号 株式会社　北洋電設 青森市 青森市大字浜田字豊田374番地 017-774-2363 事業所 H29

青森市 保健衛生第280号 株式会社　佐藤建業 青森市 青森市大字宮田字玉水566番地 017-726-2478 事業所 H29

青森市 保健衛生第281号 株式会社　ケアあおもり　本部 青森市 青森市佃2丁目4-31 017-718-2722 事業所 H29

青森市 保健衛生第288号 東京海上日動火災保険 株式会社　青森ビル 青森市 青森市長島2-19-1 017-775-1550 事業所 H29

青森市 保健衛生第289号 株式会社　桜井工務店 青森市 青森市桂木三丁目23番地5 017-775-2555 事業所 H29

青森市 保健衛生第290号 株式会社　伊藤鉱業 青森事務所 青森市 青森市古川二丁目2-20 葛西ビル3F 0173-42-2279 事業所 H29

青森市 保健衛生第291号 共立設備工業　株式会社 青森営業所 青森市 青森市筒井八ツ橋51-2 エスコート八ツ橋203号室 0172-28-3456 事業所 H29

青森市 保健衛生第292号 株式会社　澤田建設 青森市 青森市大字前田字中野27番地5 017-754-2732 事業所 H29

青森市 保健衛生第２９４号 エイコウコンサルタンツ株式会社青森支店 青森市
青森市花園二丁目9番地23号マンション如水112号
室

0178-21-1511 事業所 H29

青森市 保健衛生第２９５号 丸喜　株式会社　齋藤組住宅展示場 青森市 青森市浜田一丁目7-10 017-777-3329 事業所 H29

青森市 保健衛生第２９６号 有限会社　山勝石材砂利採取場及び中間処理施設 青森市 青森市浪岡大字北中野字上沢田112-49 0172-57-3078 事業所 H29

青森市 保健衛生第２９７号 株式会社　日測コンサルタント 青森市 青森市大字矢田前字本泉22-20 017-726-7011 事業所 H29
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青森市 保健衛生第２９８号 北斗建設株式会社 青森市 青森市大字石江字岡部76番地1 017-781-1111 事業所 H29

青森市 保健衛生第２９９号 青森三菱電機機器販売株式会社　本社 青森市 青森市中央1丁目23-4 017-735-7800 事業所 H29

青森市 保健衛生第３００号 青森三菱電機機器販売株式会社　青森支店 青森市 青森市篠田3丁目1-4 017-766-2390 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０１号 青森三菱自動車販売株式会社　青森東店 青森市 青森市大字新城字平岡397-20 017-781-3311 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０２号 青森三菱自動車販売株式会社　青森西バイパス店 青森市 青森市大字新城字平岡397-20 017-781-3311 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０３号 青森三菱自動車販売株式会社　問屋町ボディー工場 青森市 青森市大字新城字平岡397-20 017-781-3311 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０４号 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ合浦公園 青森市 青森市大字新城字平岡397-20 017-781-3311 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０５号 有限会社大王農園　青森支店 青森市 青森市三内稲元75-7 0172-57-2108 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０６号 東北化学薬品株式会社　青森支店 青森市 青森市問屋町1丁目8-12 0172-33-8131 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０７号 アズビル金門青森株式会社 青森市 青森市野木字山口245番地8 017-736-5681 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０８号 株式会社　成文組 青森市 青森市中央四丁目7番7号 017-777-4038 事業所 H29

東 青森第477号 株式会社　佐々木建設工業　平内支店 平内町 平内町小湊字新道46-21 017-721-3555 事業所 H29

東 青森第478号 張間水産 蓬田村 蓬田村蓬田字宮本41-22 090-1931-6109 事業所 H29

東 青森第450号 株式会社　みちのく銀行　小湊支店 平内町 平内町大字小湊字小湊193-1 017-755-2151 事業所 H29

弘前 弘前第897号 K-beaulax 弘前市 弘前市外崎１丁目２-６ 0172-27-2804 事業所 H29

弘前 弘前第898号 鎌田設備工業株式会社 弘前市 弘前市藤野１丁目６-２ 0172-36-1900 事業所 H29

弘前 弘前第899号 株式会社　西谷建設 弘前市 弘前市尾上栄松９５ 0172-57-2024 事業所 H29

弘前 弘前第900号 みちのく銀行　弘前営業部 弘前市 弘前市代官町３９ 0172-32-2111 事業所 H29

弘前 弘前第901号 みちのく銀行　下土手町支店 弘前市 弘前市土手町３６ 0172-32-4211 事業所 H29

弘前 弘前第902号 みちのく銀行　上土手町支店 弘前市 弘前市土手町２１１－１ 0172-32-0411 事業所 H29

弘前 弘前第903号 みちのく銀行　城東支店 弘前市 弘前市城東北１丁目９－１ 0172-27-6701 事業所 H29

弘前 弘前第904号 みちのく銀行　西弘前支店 弘前市 弘前市中野１丁目１３－４１ 0172-35-2884 事業所 H29

弘前 弘前第905号 みちのく銀行　亀甲町支店 弘前市 弘前市亀甲町６０ 0172-33-6311 事業所 H29

弘前 弘前第906号 みちのく銀行　石渡支店 弘前市 弘前市石渡４丁目２－１ 0172-32-1151 事業所 H29

弘前 弘前第907号 みちのく銀行　松原支店 弘前市 弘前市松原西２丁目２－３ 0172-87-5511 事業所 H29

弘前 弘前第908号 みちのく銀行　大学病院前支店 弘前市 弘前市本町３７－１ 0172-34-4500 事業所 H29

弘前 弘前第909号 みちのく銀行　堅田支店 弘前市 弘前市宮川３丁目２－４ 0172-35-1400 事業所 H29

弘前 弘前第910号 みちのく銀行　松森町支店 弘前市 弘前市富田町８－３ 0172-35-1210 事業所 H29

弘前 弘前第911号 みちのく銀行　岩木支店 弘前市 弘前市賀田１丁目６－５ 0172-82-4538 事業所 H29

弘前 弘前第912号 みちのく銀行　弘前住宅ローンセンター 弘前市 弘前市神田２丁目４－８　ハウジングメッセ弘前センターハウス内 0120-14-3709 事業所 H29

弘前 弘前第913号 みちのく銀行　黒石支店 黒石市 黒石市内町６４ 0172-52-2155 事業所 H29

弘前 弘前第914号 みちのく銀行　平賀支店 平川市 平川市本町北柳田１２ 0172-44-3141 事業所 H29

弘前 弘前第915号 みちのく銀行　板柳支店 板柳町 板柳町板柳字土井３２５－１ 0172-73-2121 事業所 H29

弘前 弘前第916号 みちのく銀行　大鰐支店 大鰐町 大鰐町大鰐字大鰐９０ 0172-48-3111 事業所 H29

弘前 弘前第917号 成田建設　株式会社 平川市 平川市金屋上松元１９ 0172-57-4207 事業所 H29

弘前 弘前第919号 株式会社ＯＫリフォーム對馬 弘前市 弘前市馬屋町２５番地１０ 0172-88-8174 事業所 H29

弘前 弘前第920号 株式会社　相馬土木 弘前市 弘前市城東1丁目３－１ 0172-27-3781 事業所 H29

弘前 弘前第921号 株式会社　福萬組　弘前支店 弘前市
北瓦ヶ町３番地１　　　　　        キョウドウ
第１ビル２階

0172-32-8241 事業所 H29

弘前 弘前第922号 株式会社　小山田建設 弘前市 野田２丁目４－１ 0172-36-1601 事業所 H29

弘前 弘前第923号 株式会社　マル長 弘前市 門外３－８－１ 0172-27-1155 事業所 H29

弘前 弘前第924号 黒石貨物自動車株式会社　弘前営業所 弘前市 境関亥の宮１５－４ 0172-52-8871　※連絡先は本社と同じ 事業所 H29

弘前 弘前第925号 黒石貨物自動車株式会社　本社 黒石市 浜町５０番地 0172-52-8871 事業所 H29

弘前 弘前第927号 津軽警備保障株式会社 本社 弘前市 神田３丁目３番地１７ 0172-31-1300 事業所 H29

弘前 弘前第928号 株式会社　永澤興業 弘前市 撫牛子2丁目３－４ 0172-37-3456 事業所 H29

弘前 弘前第929号 株式会社　弘新建設 弘前市 神田１丁目４番地１ 0172-37-3329 事業所 H29
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弘前 弘前第930号 張山電氣株式会社　常盤支店 藤崎町 榊字亀田３２番地１ 0172-32-6223 事業所 H29

弘前 弘前第931号 和電工業株式会社　　藤崎営業所 藤崎町 榊字種元２７番地１ 0172-38-4114 事業所 H29

弘前 弘前第932号 株式会社セーフティロード 弘前市 撫牛子２丁目１－１６ 0172-36-6600 事業所 H29

弘前 弘前第933号 和電工業株式会社　　本社 弘前市 鍛冶町11番地 0172-38-4114 事業所 H29

弘前 弘前第934号 株式会社　丸勝小野商事 田舎館村 高樋字川原田３５ 0172-58-2054 事業所 H29

弘前 弘前第935号 株式会社　丸勝小野商事　エコプラントカワベ 田舎館村 川部字富岡１－１９ 0172-58-2054 事業所 H29

弘前 弘前第936号 アサヒ建設株式会社 弘前市 川合字浅田２６番地１ 0172-27-1998 事業所 H29

弘前 弘前第937号 弘鉄電気工事株式会社 弘前市 城東中央２丁目３－４ 0172-28-0011 事業所 H29

弘前 弘前第938号 弘前舗装株式会社 弘前市 石川字中川原２の１ 0172-92-2121 事業所 H29

弘前 弘前第941号 株式会社長谷川鉄工 平川市 新山柳田９５－１ 0172-57-5353 事業所 H29

弘前 弘前第951号 株式会社 小笠原組 藤崎町 西豊田三丁目3-15 0172-75-2669 事業所 H29

弘前 弘前第954号 株式会社中幸建設 黒石市 追子野木二丁目２３３ 0172-52-3171 事業所 H29

弘前 弘前第956号 株式会社　弘前水道 弘前市 茂森新町１丁目８－６ 0172-32-8870 事業所 H29

弘前 弘前第960号 有限会社　山勝石材　本社 平川市 日沼高田１３－１ 0172-57-3078 事業所 H29

弘前 弘前第962号 株式会社　佐藤惣建設 弘前市 末広２丁目１－１ 0172-28-3131 事業所 H29

弘前 弘前第963号 青森三菱電機機器販売株式会社　弘前支店 弘前市 神田１丁目１－２ （本社）017-735-7800 事業所 H29

弘前 弘前第965号 千葉電気設備株式会社 黒石市 柵ノ木４丁目１２７番地 0172-53-2838 事業所 H29

弘前 弘前第969号 青森三菱自動車販売株式会社　　　　弘前店 弘前市 高崎１丁目８番地３ 017-781-3311（本社） 事業所 H29

弘前 弘前第970号 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ弘前高崎 弘前市 高崎１丁目７番地１ 017-781-3311（本社） 事業所 H29

弘前 弘前第971号 山形砕石株式会社 黒石市 花巻字山手村上２４番地 0172-54-8080 事業所 H29

弘前 弘前第973号 株式会社　旭組 弘前市 神田４丁目６－２７ 0172-36-3252 事業所 H29

弘前 弘前第974号 有限会社　大王農園 平川市 新屋町松久１番地 0172-57-2108 事業所 H29

弘前 弘前第980号 株式会社ビジネスサービス　弘前店 弘前市 高田３－６－７ 017-28-5200 事業所 H29

弘前 弘前第981号 株式会社　北奥水道 黒石市 浅瀬石字稲田3番地４ 0172-53-5289 事業所 H29

三戸 八戸第585号 三浦建設工業株式会社 八戸市 八戸市大字鮫町字高森30-8 0178-35-2100 事業所 H29

三戸 八戸第586号 みちのく銀行　八戸営業部 八戸市 八戸市大字八日町27 0178-43-3141 事業所 H29

三戸 八戸第587号 みちのく銀行　柳町支店 八戸市 八戸市大字湊町字柳町2-1 0178-33-0117 事業所 H29

三戸 八戸第588号 みちのく銀行　旭ヶ丘支店 八戸市 八戸市大字新井田字小久保尻16-146 0178-25-0001 事業所 H29

三戸 八戸第589号 みちのく銀行　白銀支店 八戸市 八戸市白銀4丁目11-2 0178-33-2181 事業所 H29

三戸 八戸第590号 みちのく銀行　小中野支店 八戸市 八戸市小中野1丁目3-1 0178-22-7171 事業所 H29

三戸 八戸第591号 みちのく銀行　八戸駅前支店 八戸市 八戸市一番町2丁目2-8 0178-27-3456 事業所 H29

三戸 八戸第592号 みちのく銀行　大杉平支店 八戸市 八戸市大字上組町59-1 0178-43-7381 事業所 H29

三戸 八戸第593号 みちのく銀行　城下支店 八戸市 八戸市沼館1丁目4-13 0178-45-7321 事業所 H29

三戸 八戸第594号 みちのく銀行　河原木支店 八戸市 八戸市下長4丁目10-12 0178-20-2511 事業所 H29

三戸 八戸第595号 みちのく銀行　多賀台支店 八戸市 八戸市多賀台1丁目1-2 0178-52-5122 事業所 H29

三戸 八戸第596号 みちのく銀行　類家支店 八戸市 八戸市青葉3丁目3-20 0178-46-3155 事業所 H29

三戸 八戸第597号 みちのく銀行　田向支店 八戸市 八戸市大字田向字毘沙門平9 0178-44-9891 事業所 H29

三戸 八戸第598号 みちのく銀行　根城支店 八戸市 八戸市売市3丁目2-8 0178-47-8800 事業所 H29

三戸 八戸第599号 みちのく銀行　八戸地区センター 八戸市 八戸市小中野8丁目9-15 0178-43-3716 事業所 H29

三戸 八戸第600号 みちのく銀行　五戸支店 五戸町 三戸郡五戸町字下大町17-1 0178-62-2251 事業所 H29

三戸 八戸第601号 みちのく銀行　三戸支店 三戸町 三戸郡三戸町大字二日町86 0179-22-2331 事業所 H29

三戸 八戸第602号 みちのく銀行　南部支店 南部町 三戸郡南部町大字大向字経ヶ森10-3 0179-23-3118 事業所 H29

三戸 八戸第609号 (株)グルーヴィン 八戸市 八戸市内丸1-2-17 0178-22-1065 事業所 H29

三戸 八戸第610号 エイコウコンサルタンツ株式会社 八戸市 八戸市大字長苗代字下亀子谷地11番地の2 0178-21-1511 事業所 H29

三戸 八戸第611号 しみず食品株式会社 八戸市 八戸市北インター工業団地5-5-3 0178-32-7005 事業所 H29
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三戸 八戸第612号 株式会社　東北大喜商事 八戸市 八戸市大字市川町字尻引堤沢33-10 0178-29-1591 事業所 H29

三戸 八戸第616号 はちえきペトロサービス株式会社 八戸市 八戸市沼館三丁目6番5号 0178-24-2177 事業所 H29

三戸 八戸第617号 はちえきペトロサービス株式会社 階上営業所 階上町 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠33-11 0178-32-0114 事業所 H29

三戸 八戸第622号 株式会社　Jサポート おいらせ町 上北郡おいらせ町青葉2-50-323　PCL　B号棟 0176-51-9507 事業所 H29

三戸 八戸第623号 株式会社　三村興業社　本社 おいらせ町 上北郡おいらせ町下明堂30番地10号 0178-52-5751 事業所 H29

三戸 八戸第624号 株式会社　三村興業社　八戸営業所 八戸市 八戸市市川町字稲荷岱43-2 0178-52-5751 事業所 H29

三戸 八戸第625号 株式会社　京谷電気　本社 八戸市 八戸市北白山台二丁目８番23号 0178-27-6303 事業所 H29

三戸 八戸第626号 株式会社　京谷電気　八戸火力出張所 八戸市 八戸市大字河原木字宇兵エ河原1-1 0178-45-5677 事業所 H29

三戸 八戸第633号 株式会社　村下建設工業 新郷村 三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢尻15-1 0178-78-3311 事業所 H29

三戸 八戸第634号 株式会社　石上建設 八戸市 八戸市類家4-2-26 0178-45-8899 事業所 H29

三戸 八戸第635号 株式会社　石上建設 機材センター 階上町 三戸郡階上町金山沢字上外金山沢12-2 0178-45-8899 事業所 H29

三戸 八戸第638号 寺下建設株式会社　本社 八戸市 八戸市大字長苗代字上中坪36番地1 0178-70-1234 事業所 H29

三戸 八戸第639号 寺下建設株式会社　機材棟 八戸市 八戸市大字長苗代字上中坪36番地1 0178-70-1234 事業所 H29

三戸 八戸第644号 東邦開発土木株式会社 八戸市 八戸市吹上六丁目1-1 0178-44-6711 事業所 H29

三戸 八戸第651号 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 八戸市 八戸市大字河原木字八太郎山10-444 0178-51-2000 事業所 H29

三戸 八戸第654号 株式会社舘建設コンサルタント 八戸市 八戸市売市2-1-25 0178-45-5981 事業所 H29

三戸 八戸第655号 五戸水産(株) 八戸市 八戸市白銀町三島下24-103 0178-33-0293 事業所 H29

三戸 八戸第657号 株式会社　田名部組 八戸市 八戸市石堂2丁目11－21 0178-20-1414 事業所 H29

三戸 八戸第706号 有限会社　若宮造園　事務所 五戸町 三戸郡五戸町字姥堤199-1 0178-62-3378 事業所 H29

三戸 八戸第711号 青森三菱電機機器販売株式会社八戸支店 八戸市 八戸市卸センター2丁目7-28 0178-28-1541 事業所 H29

三戸 八戸第714号 青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ八戸駅通 八戸市 八戸市大字長苗代字前田29番地2 0178-27-0111 事業所 H29

三戸 八戸第715号 青森三菱自動車販売株式会社　八戸下長店 八戸市 八戸市下長3丁目19番5号 0178-28-3911 事業所 H29

三戸 八戸第716号 東北化学薬品株式会社　八戸支店 八戸市 八戸市沼館1丁目15-3 0178-43-9236 事業所 H29

五所川原 五所川原第469号 NSEゼミナール 五所川原市 五所川原市布屋町19-4　八木橋ビル2階 0173-33-2117 事業所 H29

五所川原 五所川原第480号 株式会社みちのく銀行　五所川原支店 五所川原市 五所川原市字本町50 0173-35-2101 事業所 H29

五所川原 五所川原第481号 株式会社みちのく銀行　松島支店 五所川原市 五所川原市字一ツ谷547-9 0173-35-1551 事業所 H29

五所川原 五所川原第482号 株式会社みちのく銀行　金木支店 五所川原市 五所川原市金木町朝日山188-1 0173-53-3131 事業所 H29

五所川原 五所川原第483号 株式会社みちのく銀行　木造支店 つがる市 つがる市木造千代町54 0173-42-2145 事業所 H29

五所川原 五所川原第484号 株式会社みちのく銀行　鰺ヶ沢支店 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字七ツ石町15-3 0173-72-2101 事業所 H29

五所川原 五所川原第485号 株式会社みちのく銀行　深浦支店 深浦町 深浦町大字深浦字浜町341-2 0173-74-2511 事業所 H29

五所川原 五所川原第486号 株式会社みちのく銀行　鶴田支店 鶴田町 鶴田町大字鶴田字生松118 0173-22-3303 事業所 H29

五所川原 五所川原第487号 株式会社みちのく銀行　中里支店 中泊町 中泊町大字中里字亀山455-1 0173-57-2231 事業所 H29

五所川原 五所川原第488号 株式会社みちのく銀行　小泊支店 中泊町 中泊町大字小泊字小泊245-1 0173-64-2611 事業所 H29

五所川原 五所川原第490号 株式会社　松橋建設　本社 つがる市 つがる市富萢町清水17-43 0173-56-3010 事業所 H29

五所川原 五所川原第491号 田中建設株式会社つがる営業所 つがる市 つがる市車力町杵谷30-1 0173-69-5025 事業所 H29

五所川原 五所川原第503号 株式会社　和島組 五所川原市 五所川原市大字飯詰字清野40-2 0173-37-2111 事業所 H29

五所川原 五所川原第505号 （株）寺栄建設 五所川原市 五所川原市大字唐笠柳字藤巻251番地2 0173-34-4756 事業所 H29

五所川原 五所川原第506号 株式会社　鹿内組　津軽営業所 五所川原市 五所川原市みどり町6丁目53 017-738-2301 事業所 H29

五所川原 五所川原第509号 会津建設株式会社 つがる市 つがる市牛潟町潟上49 0173-56-2012 事業所 H29

五所川原五所川原第511号 株式会社　丸重組 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字本町106番地 0173-72-2006 事業所 H29

五所川原五所川原第528号 株式会社　丸重組　一般貨物自動車運送事業　本社営業所 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-2006 事業所 H29

五所川原五所川原第529号 有限会社　丸重商事 鰺ヶ沢町 鯵ケ沢町大字北浮田町字今須94番地1 0173-72-6502 事業所 H29

五所川原五所川原第543号 タマキ理容 五所川原市 五所川原市布屋町3-6 0173-35-2108 事業所 H29

五所川原五所川原第544号 株式会社　桑田産業 つがる市 つがる市稲垣町豊川藤見山48 0173-46-2905 事業所 H29

五所川原五所川原第547号 株式会社　伊藤鉱業（本社） つがる市 つがる市木造若竹13番地 0173-42-2279 事業所 H29
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五所川原五所川原第548号 隆伸工業株式会社 中泊町 北津軽郡中泊町大字今泉字唐崎20-35 0173-58-3331 事業所 H29

五所川原五所川原第550号 青森ニチレキ株式会社　五所川原営業所 五所川原市 五所川原市大字豊成字田子ノ浦92-9 0176-22-1931 事業所 H29

五所川原五所川原第551号 株式会社　ストヨネ　本社 鰺ヶ沢町 西津軽郡鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏146-1 0173-79-2457 事業所 H29

五所川原五所川原第552号 株式会社　ストヨネ　舞戸事務所 鰺ヶ沢町 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷20-8  0173-79-2457(本社電話番号) 事業所 H29

五所川原五所川原第553号 株式会社　白川建設 中泊町 北津軽郡中泊町大字尾別字浅井257-7 0173-57-2264 事業所 H29

五所川原五所川原第555号 社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1 0173-74-3111 事業所 H29

五所川原五所川原第568号 株式会社　三浦建設 深浦町 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川136-3 0173-76-3091 事業所 H29

五所川原五所川原第569号 青森三菱自動車販売会社　五所川原店 五所川原市 五所川原市大字姥萢字船橋247番地1  017-781-3311（本社番号） 事業所 H29

五所川原五所川原第573号 株式会社ミワ電工　本社 五所川原市 五所川原市大字漆川字袖掛153-14  0173-35-4620（本社番号） 事業所 H29

五所川原五所川原第574号 株式会社ミワ電工　栄町営業本部 五所川原市 五所川原市栄町64-1  0173-35-4620（本社番号） 事業所 H29

上十三 上十三第 492号 渓流の駅おいらせ　とれたて市 十和田市 十和田市大字奥瀬字栃久保11-12 0176-74-1121 事業所 H29

上十三 上十三第 500号 みちのく銀行　十和田支店 十和田市 十和田市東一番町4-63 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 501号 みちのく銀行　穂並支店 十和田市 十和田市穂並町7-2 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 502号 みちのく銀行　稲生町支店 十和田市 十和田市稲生町16-56 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 503号 みちのく銀行　三沢支店 三沢市 三沢市中央町3丁目7-26 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 504号 みちのく銀行　岡三沢支店 三沢市 三沢市岡三沢2丁目1-4 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 505号 みちのく銀行　横浜支店 横浜町 上北郡横浜町字横浜62-2 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 506号 みちのく銀行　六ケ所支店 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附333 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 507号 みちのく銀行　野辺地支店 野辺地町 上北郡野辺地町字野辺地199-3 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 508号 みちのく銀行　七戸支店 七戸町 上北郡七戸町字七戸210 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 509号 みちのく銀行　天間林支店 七戸町 上北郡七戸町字道ノ上67-6 017-774-1111 事業所 H29

上十三 上十三第 515号 欧風菓子工房　ルモンド 三沢市 三沢市東町3－9－2 0176-52-7677 事業所 H29

上十三 上十三第 520号 田中建設株式会社(本社) 十和田市 十和田市東一番町2－50 0176-23-3521 事業所 H29

上十三 上十三第 521号 田中建設株式会社 北部営業所 六ヶ所村
六ヶ所村大字鷹架字発茶沢
133－72

0176-23-3521 事業所 H29

上十三 上十三第 522号 伊東測量設計 株式会社 十和田市 十和田市東六番町3番1号 0176-22-7663 事業所 H29

上十三 上十三第 524号 南部建設株式会社 十和田市 十和田市大字相坂字小林51－1 0176-23-4341 事業所 H29

上十三 上十三第 525号 株式会社 鳥山土木工業 六ヶ所村
上北郡六ヶ所村
倉内字笹崎232－14

0175-74-2851 事業所 H29

上十三 上十三第 526号 株式会社　中達組 十和田市 十和田市大字三本木字本金崎225番地2 0176-23-4695 事業所 H29

上十三 上十三第 527号 田中建設工業 株式会社 十和田市
十和田市元町西二丁目
12－1

0176-23-3325 事業所 H29

上十三 上十三第 528号 太洋電設株式会社 三沢市 三沢市緑町一丁目1－3　２F 0176-57-3271 事業所 H29

上十三 上十三第 529号 株式会社藤本建設 三沢支店 三沢市 三沢市南町4丁目31-3355 017-788-2411 事業所 H29

上十三 上十三第 530号 附田建設株式会社 本社 六ヶ所村 六ヶ所村大字尾駮字二又23-２ 0175-72-4111 事業所 H29

上十三 上十三第534号 有限会社　中村建設　本社 三沢市 三沢市本町1丁目55番地5号 0176-53-2026 事業所 H29

上十三 上十三第535号 有限会社  中村建設　作業所 六戸町 上北郡六戸町犬落瀬字堀切沢60-224 0176-53-2026 事業所 H29

上十三 上十三第536号 彦建設　株式会社 東北町 上北郡東北町字往来ノ上79 0175-62-2152 事業所 H29

上十三 上十三第537号 株式会社　福萬組　本社 十和田市 十和田市東十三番町15番27号 0176-23-4111 事業所 H29

上十三 上十三第538号 有限会社　睦建設 三沢市 三沢市南町三丁目31－2692 0176-53-2013 事業所 H29

上十三 上十三第539号 上北建設株式会社 十和田市 十和田市穂並町2番62号 0176-23-3511 事業所 H29

上十三 上十三第540号 株式会社升澤組 本社事務所 野辺地町 上北郡野辺地町鳥井平30番地１ 0175-64-3509 事業所 H29

上十三 上十三第541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 事業所 H29

上十三 上十三第 544号 株式会社　舛沢興業 十和田市 十和田市西三番町21番10号 0176-23-0307 事業所 H29

上十三 上十三第 547号 鈴木建設工業株式会社 三沢市 三沢市新町三丁目31番地2201 0176-53-3078 事業所 H29

上十三 上十三第 548号 株式会社　小坂工務店 三沢市 三沢市南町4-31-3469 0176-53-1711 事業所 H29

上十三 上十三第 550号 青森ニチレキ株式会社（本社） 十和田市 十和田市大字三本木字野崎40-75 0176-22-1931 事業所 H29

上十三 上十三第 552号 有限会社　十和田浄化槽センター 十和田市 十和田市東十四番町41番16号 0176-23-0424 事業所 H29
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上十三 上十三第 554号 勝電気工業株式会社 東北町 上北郡東北町字乙供63-236 0175-63-3149 事業所 H29

上十三 上十三第 555号 株式会社　中綱組　本社 十和田市 十和田市東六番町3番36号 0176-23-7175 事業所 H29

上十三 上十三第 556号 株式会社　小坂工務店　auショップ三沢 三沢市 三沢市南町1-31-3068 0176-53-1711 事業所 H29

上十三 上十三第 557号 株式会社　小坂工務店　アパマンショップ三沢 三沢市 三沢市南町1-31-3068 0176-53-1711 事業所 H29

上十三 上十三第 558号 東陽工業株式会社（本社） 十和田市 十和田市大字赤沼字下平595‐1 0176-23-6610 事業所 H29

上十三 上十三第 559号 東陽工業株式会社（三沢支店） 三沢市 三沢市東岡三沢一丁目66－6 0176-23-6610 事業所 H29

上十三 上十三第 560号 有限会社　大柳新聞店 十和田市 十和田市東五番町8－8 0176-22-6815 事業所 H29

上十三 上十三第 561号 青森三菱自動車販売株式会社　十和田店 十和田市 十和田市大字三本木字北平195番地 017-781-3311 事業所 H29

上十三 上十三第 562号 六ヶ所原燃警備株式会社 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1－15 0175-72-2776 事業所 H29

上十三 上十三第 563号 東北化学薬品株式会社 むつ小川原営業所 六ヶ所村 上北郡六ヶ村尾駮上尾駮22-255 0172-33-8131 事業所 H29

むつ むつ第374号 青森県庁消費生活協同組合　むつ支店 むつ市 むつ市中央1丁目1-8 0175-22-2956 事業所 H29

むつ むつ第378号 みちのく銀行　むつ支店 むつ市 むつ市中央2-10-1 0175-31-1130 事業所 H29

むつ むつ第379号 みちのく銀行　田名部支店 むつ市 むつ市柳町1-1-8 0175-31-1851 事業所 H29

むつ むつ第380号 みちのく銀行　大畑支店 むつ市 むつ市大畑町新町1-1 0175-34-3255 事業所 H29

むつ むつ第381号 みちのく銀行　大間支店 むつ市 大間町大字大間字奥戸上道19-2 0175-37-3130 事業所 H29

むつ むつ第384号 髙坂理容所 風間浦村 風間浦村下風呂畑尻ノ下12－7 0175‐36‐2337 事業所 H29

むつ むつ第389号 株式会社京谷電気　東通出張所 東通村 東通村白糠前坂下３４－４　東通原子力発電所構内 0175-45-5011 事業所 H29

むつ むつ第395号 株式会社柴田組 むつ市
むつ市大平町37－9
（車両庫：むつ市旭町23－1）

0175-29‐2211 事業所 H29

むつ むつ第396号 山内土木株式会社 むつ市
むつ市大湊新町26-3
（営業所：むつ市脇野沢瀬野川目26-3）

0175-24-2231 事業所 H29

むつ むつ第401号 大畑振興建設株式会社 むつ市
むつ市大畑町本町252-1
（資材センター：むつ市大畑町兎沢212-1）

0175-34-3734 事業所 H29

むつ むつ第403号 むつアサノコンクリート株式会社 むつ市 むつ市田名部品ノ木34-68 0175-22-2887 事業所 H29

むつ むつ第404号 株式会社　となみ むつ市
むつ市田名部品ノ木34-68
アサノコンクリート株式会社内

0175-22-6155 事業所 H29

むつ むつ第405号 株式会社　菊末産業 むつ市
むつ市田名部品ノ木34-68
アサノコンクリート株式会社内

0175-22-4208 事業所 H29

むつ むつ第410号 株式会社　浜中土木 むつ市 むつ市川内町家ノ上8 0175-42-3269 事業所 H29

むつ むつ第411号 山内土木株式会社　整備工場 むつ市 むつ市大平町51 0175-24-3297 事業所 H29

むつ むつ第419号 磯沼建設株式会社 むつ市 むつ市若松町2-45 0175-22-3281 事業所 H29

むつ むつ第420号 青森三菱自動車販売株式会社　むつ店 むつ市 むつ市大平町3-3 0175-24-1257 事業所 H29

青森市 保健衛生第３０９号 大見海事工業株式会社オリックスレンタカー青森駅前店 青森市 青森市新町1-1-22 017-773-3900 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１０号 大見海事工業株式会社オリックスレンタカー新青森駅前りんご店 青森市 青森市石江字高間122-5 017-781-9300 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１１号 株式会社西衡器製作所（新町） 青森市 青森市新町2-6-20 017-773-1311 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１２号 株式会社西衡器製作所（第二問屋町） 青森市 青森市第二問屋町4-2-30 017-739-9555 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１３号 株式会社日専連ホールディングス（長島） 青森市 青森市長島2-18-6 017-776-2003 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１４号 株式会社日専連ホールディングス（新町） 青森市 青森市新町2-7-16 017-776-2003 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１５号 株式会社青森融雪 青森市 青森市古川2-17-7 017-718-2564 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１６号 株式会社東海日動パートナーズ東北青森支店 青森市 青森市長島2-19-1 017-752-0103 事業所 H30

東 青森第547号 株式会社　太田建設工業 平内町 平内町大字小湊字前萢33-3 017-755-2363 事業所 H30

弘前 弘前第982号 有限会社　協和不動産 弘前市 大字外崎２丁目１－３ 0172-28-1166 事業所 H30

弘前 弘前第983号 株式会社　西衡器製作所　弘前支店 弘前市 城東中央三丁目４－１４ 0172-26-3890 事業所 H30

三戸 八戸第717号 株式会社　根城グリーン建設 八戸市 八戸市西白山台六丁目9－21 0178-27-6733 事業所 H30

三戸 八戸第718号 小幡建設工業株式会社 八戸市 八戸市城下四丁目22番33号 0178-22-1121 事業所 H30

三戸 八戸第719号 株式会社　西衡器製作所八戸支店 八戸市 八戸市卸センター一丁目5番16号 0178-21-8100 事業所 H30

三戸 八戸第723号 八戸市　清掃事務所 八戸市 八戸市大字櫛引字取揚石1－1 0178-27-4511 事業所 H30

三戸 八戸第724号 アクア設備株式会社 八戸市 八戸市沼館一丁目2番12号 0178-72-1500 事業所 H30

三戸 八戸第732号 ㈱東海日動パートナーズ東北 八戸支店 八戸市 八戸市柏崎1-8-20 0178-51-8451 事業所 H30

五所川原 五所川原第575号 齋勝建設株式会社　本社 五所川原市 五所川原市大字太刀打字早蕨９８－４  0173－35－2710（本社番号） 事業所 H30
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五所川原 五所川原第576号 齋勝建設株式会社　小泊出張所 中泊町 北津軽郡中泊町小泊朝間４６－２  0173－35－2710（本社番号） 事業所 H30

五所川原 五所川原第577号 株式会社　東海日動パートナーズ東北　青森支店津軽支社　 五所川原市 五所川原市字柳町１５－１ 0173－26－6877 事業所 H30

五所川原 五所川原第578号 株式会社　津軽サンロード 五所川原市 五所川原市七ツ館柏枝６９－３９ 　0173-27-3901 事業所 H30

上十三 上十三第５６４号 株式会社高田工業 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内４９番地１ 0175-74-3711 事業所 H30

上十三 上十三第５６８号 六ヶ所エンジニアリング株式会社 六ヶ所村 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮22-258 0175-73-2277 事業所 H30

むつ むつ第421号 大見海事工業株式会社 大間町 大間町大字大間字大間76-2 0175-37-2224 事業所 H30

むつ むつ第422号 大見海事工業株式会社オリックスレンタカー大間フェリー埠頭店 大間町 大間町大字大間字根田内8-48 0175-37-2224 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１７号 株式会社大樹設備工業 青森市 青森市大字幸畑字阿部野12-50 017-738-8899 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１８号 豊産管理株式会社（本社） 青森市 青森市大字大野字前田21-11 017-729-3711 事業所 H30

青森市 保健衛生第３１９号 豊産管理株式会社（県営住宅青森管理事務所） 青森市 青森市大字大野字前田21-11 017-729-3711 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２０号 豊産管理株式会社（青森営業所） 青森市 青森市大字三内字沢部353-273 017-782-5851 事業所 H30

むつ むつ第425号 有限会社　カワシタ電業 むつ市 むつ市中央2丁目2 0175-29-5611 事業所 H30

むつ むつ第431号 日産プリンス青森販売株式会社　下北店 むつ市 むつ市仲町14番1号 0175-22-1441 事業所 H30

五所川原 五所川原第579号 有限会社　須藤工業 五所川原市 五所川原市広田字榊森３－１４ 　0173-27-3901 事業所 H30

五所川原 五所川原第600号 株式会社　平山建設 中泊町 中泊町大字今泉字神山59-1 0173-58-312１ 事業所 H30

五所川原 五所川原第601号 平山開発　株式会社 中泊町 中泊町大字今泉字神山59-1 0173-58-3123 事業所 H30

五所川原 五所川原第604号 五所川原電力センター 五所川原市 五所川原市字田町１１３－１ 0173-35-3524 事業所 H30

五所川原 五所川原第605号 五所川原電力センター深浦サービスセンター 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢２９-７ 0173-74-3661 事業所 H30

五所川原 五所川原第606号 五所川原電力センター中里サービスセンター 中泊町 北津軽郡中泊町大字中里字宝森７３-７ 0173-57-0980 事業所 H30

五所川原 五所川原第617号 株式会社　昭和住設 つがる市 つがる市柏広須野宮15-6 0173-25-2501 事業所 H30

弘前 弘前第986号 株式会社　兼建興業 弘前市 大字兼平字猿沢26-1 0172-82-2145 事業所 H30

弘前 弘前第987号 株式会社　長谷川建設 弘前市 大字亀甲町42 0172-33-3844 事業所 H30

弘前 弘前第988号 株式会社　三浦組 藤崎町 大字葛野字岡元18-4 0172-75-2328 事業所 H30

弘前 弘前第1007号
豊産管理株式会社
（県営住宅弘前管理事務所）

弘前市
青森市大字大野字前田21番地11
(弘前市大字清野袋一丁目11-7)

 017-729-3711(0172-31-3323) 事業所 H30

弘前 弘前第1008号
豊産管理株式会社
（弘前営業所）

弘前市
青森市大字大野字前田21番地11
(弘前市大字清野袋一丁目11-7)

 017-729-3711(0172-34-9393) 事業所 H30

三戸 八戸第745号 株式会社　浪岡設備工業所 八戸市 八戸市沼館一丁目8番11号 0178-43-3024 事業所 H30

三戸 八戸第747号 山田設備機工株式会社 八戸市 八戸市是川字権現堂向15-１ 　0178-96-4341 事業所 H30

三戸 八戸第749号 株式会社オートガード八戸 八戸市 八戸市日計一丁目4-20 0178-21-2341 事業所 H30

三戸 八戸第768号 株式会社　曽我産業 八戸市 八戸市南郷大字中野字丑木沢41-7 0178-82-2347 事業所 H30

三戸 八戸第782号 山形砕石株式会社　八戸営業所 八戸市 八戸市下長二丁目1-35 0178-51-9470 事業所 H30

上十三 上十三第６０９号 大泉建設株式会社 六ヶ所村 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157 0175-74-2468 事業所 H30

上十三 上十三第６１２号 クリーン環境開発株式会社 十和田市  青森県十和田市大字伝法寺字金目4番地９ 0176-20-8077 事業所 H30

上十三 上十三第６１４号 株式会社　大阪　事業所内 十和田市 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢191 0176-27-3124 事業所 H30

上十三 上十三第６１５号 有限会社　三福工務店 三沢市 青森県三沢市南町四丁目31-3721 0176-53-2969 事業所 H30

上十三 上十三第６１６号 株式会社　サンロク 三沢市 青森県三沢市桜町一丁目2-7 0176-53-3436 事業所 H30

上十三 上十三第６１７号 株式会社　小又建設 七戸町  青森県上北郡七戸町字森ノ上100-1 0176-68-3710 事業所 H30

上十三 上十三第６１８号 株式会社　竹達建設 十和田市  青森県十和田市大字三本木字野崎118番地2 0176-23-6111 事業所 H30

上十三 上十三第６２０号 株式会社　オキタ工業 十和田市  青森県十和田市元町西四丁目１－４１ 0176-23-6840 事業所 H30

むつ むつ第432号 東北電力（株）むつ営業所 むつ市 むつ市小川町二丁目3番7号（2階） 0175-21-6007 事業所 H30

むつ むつ第433号 東北電力（株）むつ電力センター むつ市 むつ市小川町二丁目3番7号（1階） 0175-21-6007 事業所 H30

むつ むつ第434号 東北電力（株）むつ電力センター むつ市 むつ市大字田名部字後田34 0175-22-6412 事業所 H30

むつ むつ第435号 東北電力（株）むつ電力センター白糠サービスセンター 東通村 下北郡東通村大字白糠字前田44-172 0175-46-2610 事業所 H30

むつ むつ第436号   東北電力（株）むつ電力センター大間サービスセンター 大間町 下北郡大間町大字大間字大間平28-63 0175-37-2226 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２１号 東北電力株式会社青森支店 青森市 青森市港町２－１２－１９ 0120-175-466 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２２号 東北電力株式会社送配電カンパニー 青森市 青森市港町２－１２－１９ 0120-175-466 事業所 H30
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青森市 保健衛生第３２３号 東北電力株式会社系給電指令所 青森市 青森市港町２－１２－１９ 0120-175-466 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２４号 株式会社アオケン 青森市 青森市大字幸畑字谷脇85-1 017-738-7655 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２５号 東洋社本社・工場 青森市 青森市南佃２－２６－６ 017-743-1641 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２６号 東洋社サンロード店 青森市 青森市緑３－９－２ 017-735-2343 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２７号 東洋社工場直営店 青森市 青森市南佃２－２７－１５ 017-742-3945 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２８号 東洋社ラ・セラ東パイパス店 青森市 青森市八重田４－２－１ 017-737-1738 事業所 H30

青森市 保健衛生第３２９号 東洋社さくら野青森店 青森市 青森市新町１－１３－２ 017-773-1040 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３０号 東洋社ユニバース大野店 青森市 青森市西大野３－１－２ 017-762-2214 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３１号 東洋社ユニバース東青森店 青森市 青森市田屋敷字増田１６－２ 017-765-2635 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３２号 東洋社ユニバース沖館店 青森市 青森市沖館１－１－４４ 017-781-8684 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３３号 東洋社ユニバース筒井店 青森市 青森市筒井字八ッ橋７３－１ 017-728-0578 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３４号 東洋社ユニバース三内店 青森市 青森市三内字稲元１２０－１ 017-781-8121 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３５号 フィットネスクラブウィング青森店 青森市 青森市浜館４－８－５ 017-765-6711 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３６号 日専連サービスセンター（サンロード青森） 青森市 青森市緑９－２ 017-776-2003 事業所 H30

青森市 保健衛生第３３７号 有限会社三晃ビルサービスセンター 青森市 青森市大野字若宮３３－１６ 017-729-1471 事業所 H30

五所川原 五所川原第624号 富士電機津軽セミコンダクタ株式会社 五所川原市 五所川原市大字漆川字鍋懸156 0173-35-5671 事業所 H30

弘前 弘前第1012号 東北電力　弘前営業所 弘前市  青森市港町二丁目12番19号(弘前市大字本町１番地)  017-741-5134(0172-91-6004) 事業所 H30

弘前 弘前第1013号 東北電力　弘前電力センター 弘前市  青森市港町二丁目12番19号(弘前市大字本町１番地)  017-741-5134(0172-91-6004) 事業所 H30

弘前 弘前第1031号 株式会社　日専連ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ弘前支店 弘前市
青森市長島二丁目18-6
（弘前市大字駅前町10-5）

 017-776-2003（0172-39-2233） 事業所 H30

弘前 弘前第1082号 吉川建設株式会社 弘前市 大字富田町174番地 0172-33-2181 事業所 H30

三戸 八戸第783号 株式会社　柏崎組　本社 おいらせ町 上北郡おいらせ町立蛇71番地 0178-50-6511 事業所 H30

三戸 八戸第784号 株式会社　柏崎組　　機材センター おいらせ町 上北郡おいらせ町中平下長根山1-475 0178-50-6511 事業所 H30

三戸 八戸第787号 中外興産株式会社 八戸市 八戸市大字市川町字南大谷地7番地11 0178-28-3621 事業所 H30

三戸 八戸第788号 東北電力（株）八戸電力センター 八戸市 八戸市大字河原木字川目1-3 0120-175-466 事業所 H30

三戸 八戸第789号 東北電力（株）八戸営業所 八戸市 八戸市大字堤町11-2 0120-175-466 事業所 H30

三戸 八戸第790号 東北電力（株）八戸電力センター 八戸市 八戸市大字堤町11-2 0120-175-466 事業所 H30

三戸 八戸第792号 (株)日専連ホールディングス 八戸市 八戸市十八日町46番地 017-776-2003（青森） 事業所 H30

三戸 八戸第793号 大館建設工業株式会社 八戸市 八戸市城下三丁目10番6号 0178-46-2111 事業所 H30

三戸 八戸第794号 大泉運輸株式会社　八戸営業所 八戸市 八戸市大字市川町字尻引堤下18-10 0178-29-1878 事業所 H30

三戸 八戸第796号 八戸東洋株式会社 八戸市 八戸市桔梗野工業団地三丁目6番5号 0178-20-4860 事業所 H30

三戸 八戸第797号 株式会社サカモトアクエア 八戸市 八戸市小中野二丁目4-12 0178-71-2500 事業所 H30

三戸 八戸第798号 株式会社　石上苅田建設 八戸市 八戸市大字石手洗一本木26-1 0178-96-5855 事業所 H30

三戸 八戸第799号 八戸製錬株式会社八戸製錬所 八戸市 八戸市大字河原木字浜名谷地76 0178-28-2103 事業所 H30

三戸 八戸第800号 株式会社フジカツ電設 八戸市 八戸市江陽二丁目17-3 0178-44-8298 事業所 H30

上十三 上十三第６２１号 有限会社ループ　六戸営業所 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 事業所 H30

上十三 上十三第６２４号  六ヶ所エンジニアリング株式会社REC三沢事業所 三沢市 青森県三沢市南町4丁目31－3455 0176-53-1676 事業所 H30

上十三 上十三第６２５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 事業所 H30

上十三 上十三第６２７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 事業所 H30

上十三 上十三第６３０号 田中車輌株式会社　本社事務所 十和田市 青森県十和田市大字三本木字中掫43－4 0176-20-6210 事業所 H30

上十三 上十三第６３２号  東北電力株式会社三沢電力センター 三沢市 青森県三沢市中央町一丁目5番4号 0176-57-0980 事業所 H30

上十三 上十三第６３４号   東北電力株式会社青森電力センター野辺地サービスセンター 野辺地町 青森県上北郡野辺地町字前田1－12 0175-64-3273 事業所 H30

上十三 上十三第６３５号   東北電力株式会社三沢電力センター六ケ所サービスセンター 六ケ所村 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字野附279 0175-72-4058 事業所 H30

上十三 上十三第６３６号 旭商事　生コン 六戸町 青森県上北郡六戸町犬落瀬下久保166-20 0176-22-0450 事業所 H30

上十三 上十三第６３７号 旭商事株式会社 十和田市 青森県十和田市穂並町2番62号 0176-22-0450 事業所 H30

上十三 上十三第６３８号 ファウンテン株式会社 六ヶ所村 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157 0175-74-3390 事業所 H30
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上十三 上十三第６３９号 大泉運輸株式会社 六ヶ所村 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157 0175-74-2488 事業所 H30

上十三 上十三第６４０号 株式会社　みどり 十和田市 青森県十和田市大字相坂字高清水78番地455 0176-23-9199 事業所 H30

上十三 上十三第６４１号 東洋社　野辺地店 野辺地町
青森県上北郡野辺地町字二本木24-1　マックスバ
リュー野辺地店内

017-743-1641 事業所 H30

上十三 上十三第６４２号 東洋社　六ヶ所リーブ店 六ヶ所村
青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附1-68　リーブ・
ショッピングモール内

017-743-1641 事業所 H30

上十三 上十三第６４３号 株式会社青北建設 三沢市 青森県三沢市六川目六丁目34番地57 0176-59-3508 事業所 H30

東 青森第549号 青森電力センター蟹田サービスセンター 外ヶ浜町 東津軽郡外ヶ浜町大字蟹田字田ノ沢15-16 0174-22-3456 事業所 H30

東 青森第551号 （有）村石商店 外ヶ浜町 東津軽郡外ヶ浜町蟹田154 0174-22-2031 事業所 H30

東 青森第552号 相内建設株式会社　本社 今別町 東津軽郡今別町大字村元字一村8-4 0174-35-2027 事業所 H30

青森市 保健衛生第３７３号 株式会社コンテック東日本 青森市 青森市野尻字今田９１－３ 017-738-9346 事業所 H30

青森市 保健衛生第３９４号 株式会社　青森合浦日産 青森市 青森市合浦1-14-3 017-734-1401 事業所 H30

青森市 保健衛生第３９５号 グッドライフ株式会社 青森市 青森市合浦2-12-10 017-718-1123 事業所 H30

青森市 保健衛生第３９６号 北星交通株式会社 青森市 青森市荒川藤戸134-10 017-739-3713 事業所 H30

弘前 弘前第1083号 北星交通株式会社　本社 弘前市 弘前市茂森新町4-17-1 0172-32-0272 事業所 H30

弘前 弘前第1084号 有限会社　黒石舗装 弘前市 黒石市追子野木2丁目296 0172-53-5184 事業所 H30

弘前 弘前第1085号 株式会社バリューHR　弘前ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 弘前市 弘前市駅前町10-5　日専連ビル５F 0172-31-3089 事業所 H30

三戸 八戸第803号 株式会社三久工業 八戸市 八戸市北白山台4丁目1-16 0178-27-6333 事業所 H30

三戸 八戸第804号 株式会社近田会計事務所 八戸市 八戸市根城八丁目6番11号 0178-43-7051 事業所 H30

三戸 八戸第807号 日成電設株式会社 八戸市 八戸市大字長苗代字下碇田48-1 0178-23-4151 事業所 H30

三戸 八戸第808号 株式会社沢田建設 五戸町 五戸町大字上市川字順礼森23番地2 0178-68-3111 事業所 H30

上十三 上十三第６４１号 東洋社　野辺地店 野辺地町
青森県上北郡野辺地町字二本木24-1
マックスバリュー野辺地店内

017-743-1641 事業所 H30

上十三 上十三第６４２号 東洋社　六ヶ所リーブ店 六ヶ所村
青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附1-68
リーブ・ショッピングモール内

017-743-1641 事業所 H30

上十三 上十三第６４３号 株式会社青北建設 三沢市 青森県三沢市六川目六丁目34番地57 0176-59-3508 事業所 H30

青森市 保健衛生第３９７号 有限会社松竹梅造園 青森市 青森市三内沢部182 017-782-8583 事業所 R1

青森市 保健衛生第３９８号 大研工業株式会社 青森市 青森市駒込字月見野56-2 017-741-2169 事業所 R1

青森市 保健衛生第４０４号 全国共済農業協同組合連合会青森県本部 青森市 青森市東大野2丁目1-15 017-729-8701 事業所 R1

青森市 保健衛生第４０５号 青森ガス株式会社 青森市 青森市港町3丁目6-33 017-741-7421 事業所 R1

青森市 保健衛生第４０６号 株式会社コアシス　青森営業所 青森市 青森市勝田1丁目19-6 017-774-6700 事業所 R1

青森市 保健衛生第４０７号 株式会社千一ちんだ 青森市 青森市長島1丁目6-4 017-723-1001 事業所 R1

青森市 保健衛生第４１１号 青森設備工業株式会社 青森市 青森市篠田3丁目10-2 017-766-2421 事業所 R1

弘前 弘前第1091号 株式会社　西村組 弘前市 弘前市大字田町3丁目2-1 0172-32-2468 事業所 R1

弘前 弘前第1092号 (株)コアシス　弘前営業所 弘前市 弘前市大字神田3丁目3-30 0172-32-7431 事業所 R1

弘前 弘前第1093号
全国共済農業協同組合連合会　青森県本部
弘前自動車損害調査サービスセンター

弘前市
弘前市大字撫牛子3丁目2-1
JAつがる弘前和徳支店２階

017-729-8701
（青森本部番

号）
事業所 R1

三戸 八戸第813号 ケーライブ八戸ケアセンター 八戸市 八戸市南類家1－11－1 0178-79-3558 事業所 R1

三戸 八戸第814号 株式会社コアシス八戸営業所 八戸市 八戸市北白山台二丁目8-19 0178-27-6411 事業所 R1

三戸 八戸第815号 日本インシュアランス株式会社 八戸市 八戸市石堂2丁目11－21 0178-38-9306 事業所 R1

三戸 八戸第816号 株式会社　清水電気 八戸市 八戸市城下四丁目16-18 0178-22-5808 事業所 R1

三戸 八戸第817号 上野・成田司法書士事務所 八戸市 八戸市田面木字上田面木41-4 0178-51-9651 事業所 R1

三戸 八戸第818号 株式会社　たいようヒューマンネットワーク 八戸市 八戸市根城五丁目12番18号 0178-72-3710 事業所 R1

上十三  上十三第６５６号 株式会社コアシス十和田営業所 十和田市 十和田市大字三本木字稲吉15-399 0176-23-8121 事業所 R1

上十三 上十三第６５７号
全国共済農業協同組合連合会青森県支部
青森県南自動車損害調査サービスセンター

十和田市 十和田市大字赤沼字向川原17 0176-24-9655 事業所 R1

青森市 保健衛生第４１５号 藤林電気株式会社 青森市 青森市大字大野字片岡11-18 017-774-2447 事業所 R1

三戸 保健衛生第４１６号 三八五観光株式会社 八戸市 八戸市八日町2 0178-45-5429 事業所 R1

青森市 保健衛生第４１７号 株式会社　栄研（青森営業所） 青森市 青森市卸町11-6 017-738-9985 事業所 R1

弘前 保健衛生第４１８号 タムラファーム株式会社（本社） 弘前市 弘前市大字青樹町18-28 0172-88-3836 事業所 R1

弘前 保健衛生第４１９号 タムラファーム株式会社（醸造加工場） 弘前市 弘前市大字金属町5-3 0172-88-3836 事業所 R1
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弘前 保健衛生第４２０号 タムラファーム株式会社（集出荷加工場） 弘前市 弘前市大字小沢字大開205-123 0172-88-3836 事業所 R1

三戸 保健衛生第４２１号 株式会社　開成建設 八戸市 八戸市大字長苗代字蟇河原4-3 0178-20-3224 事業所 R1

青森市 保健衛生第４２２号 千葉設備工業株式会社 青森市 青森市幸畑字谷脇162-7 017-728-3121 事業所 R1

青森市 保健衛生第４２４号 株式会社大一通商　本社 青森市 青森市大字平新田字森越12-28 017-734-0001 事業所 R1

青森市 保健衛生第４２５号 株式会社大一通商　築木館工場 青森市 青森市大字築木館字岩瀬105
017-734-0001

（本社）
事業所 R1

青森市 保健衛生第４２６号 株式会社大一通商　東バイパス給油所 青森市 青森市大字馬屋尻字清水流34-1
017-734-0001

（本社）
事業所 R1

青森市 保健衛生第４２７号 株式会社大一通商　千刈給油所 青森市 青森市千刈3丁目20-19
017-734-0001

（本社）
事業所 R1

三戸 保健衛生第４２９号 株式会社下舘組 八戸市 八戸市大字長苗代字鰻苗代12-5 0178-80-7768 事業所 R1

青森市 保健衛生第４３０号 東日本ライナー株式会社 青森市 青森市大字新城字山田193-3 017-788-8890 事業所 R1

青森市 保健衛生第４３１号
明治安田生命保険相互会社
青森支社

青森市
青森市中央1-23-5
明治安田生命青森中央ビル3Ｆ

017-776-8194 事業所 R1

青森市 保健衛生第４３２号 株式会社北奧設備　青森支店 青森市 青森市大字荒川字柴田169-9 017-752-6461 事業所 R1

上十三 保健衛生第４３３号 株式会社石岡燃料スポーツ 三沢市 三沢市中央町2丁目15-1 0176-53-3125 事業所 R1

青森市 保健衛生第４３４号 東和管工株式会社 青森市 青森市大字野内字鈴森272-4 017-726-3771 事業所 R1

青森市 保健衛生第４３９号 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 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４１号 青森県漁業協同組合連合会 青森市 青森市安方一丁目1-32 017-722-4211 事業所 R1

東 青森第566号 (株)鈴木建設 外ヶ浜町 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田内黒山35番1 0174-22-3407 事業所 R1

弘前 弘前第1096号 北村技術株式会社 弘前市 弘前市大字神田4丁目1-21 0172-31-5655 事業所 R1

弘前 弘前第1101号 株式会社　片山組 大鰐町 大鰐町大字蔵館字湯ノ沢4-3 0172-48-2875 事業所 R1

弘前 弘前第1102号 株式会社　栄研　本社・研究棟 弘前市 弘前市大字藤野1丁目4-1 0172-31-2567 事業所 R1

弘前 弘前第1103号 株式会社　栄研　在宅事業課 弘前市 弘前市大字末広4丁目1-1 0172-26-3350 事業所 R1

弘前 弘前第1106号 有限会社　桜庭建設 田舎館村 田舎館村大袋三本柳66-1 0172-58-2353 事業所 R1

弘前 弘前第1107号 株式会社　小山内組 平川市 平川市光城5丁目58-1 0172-44-2205 事業所 R1

弘前 弘前第1108号 株式会社　大和コンサルタント 黒石市 黒石市追子野木1丁目488-1 0172-52-6520 事業所 R1

弘前 弘前第1109号 株式会社　東管サービス 弘前市 弘前市大字山崎3丁目5-9 0172-88-0805 事業所 R1

弘前 弘前第1120号
明治安田生命保険相互会社
青森支社　弘前営業所

弘前市
弘前市代官町17
明治中央ビル２F

017-776-8194 事業所 R1

弘前 弘前第1121号
明治安田生命保険相互会社
青森支社　弘前中央営業所

弘前市
弘前市代官町17
明治中央ビル6F

017-776-8194 事業所 R1

弘前 弘前第1122号
明治安田生命保険相互会社
青森支社　黒石営業所

黒石市 黒石市旭町8-3 017-776-8194 事業所 R1

三戸 八戸第819号 株式会社　日進電気　太平洋金属(株)内事業所 八戸市 八戸市大字河原木字海岸20-2 0178-23-3800 事業所 R1

三戸 八戸第820号 株式会社　日進電気　本社 八戸市 八戸市長苗代字谷地9-2 0178-23-3800 事業所 R1

三戸 八戸第82１号 社会福祉法人　八戸市社会福祉協議会 八戸市 八戸市根城8-8-155 0178-47-2940 事業所 R1

三戸 八戸第824号 株式会社　大西組 五戸町 五戸町大字豊間内字地蔵平1-1022 0178-62-2261 事業所 R1

三戸 八戸第825号 小山建設工業株式会社 八戸市 八戸市大字美保野13番地970 0178-25-7411 事業所 R1

三戸 八戸第826号 協同組合八戸管工事協会 八戸市 八戸市青葉三丁目28-2 0178-44-2433 事業所 R1

三戸 八戸第827号 株式会社　葵工業 八戸市 八戸市大字市川町字菅谷地103-1 0178-52-2688 事業所 R1

三戸 八戸第828号 合同会社西尾経営管理事務所 八戸市 八戸市湊高台5-5-4 0178-51-6317 事業所 R1

三戸 八戸第830号 田中電機工業株式会社 八戸市 八戸市長根4丁目13-16 0178-44-2517 事業所 R1

三戸 八戸第831号 株式会社　高橋工務店 八戸市 八戸市小中野8丁目3-4 0178-22-7105 事業所 R1

三戸 八戸第832号 フォレスト産業(株)　社屋 八戸市 八戸市大字新井田字小久保尻1-22 0178-79-3026 事業所 R1

三戸 八戸第834号 ヤマダイ興業運輸株式会社 八戸市 八戸市大字白銀町字砂森46-1 0178-31-5863 事業所 R1

三戸 八戸第835号 株式会社　北奥設備 八戸市 八戸市大字城下4丁目24-7 0178-45-7011 事業所 R1

三戸 八戸第836号 東日本ライナー株式会社八戸営業所 八戸市 八戸市大字尻内町字鴨ヶ池116-1 0178-70-2808 事業所 R1

三戸 八戸第837号 (株)第一ホーム(介護事業部) 八戸市 八戸市田向二丁目4番4号 0178-51-8668 事業所 R1

三戸 八戸第838号 株式会社　北栄技興 八戸市 青森県八戸市大字尻内町字高田19－4 0178-27-9555 事業所 R1

三戸 八戸第839号
明治安田生命保険相互会社青森支社
八戸営業支社　八戸営業所

八戸市 青森県八戸市三日町2青銀・明治安田ビル4F 0178-45-5666 事業所 R1

三戸 八戸第840号
明治安田生命保険相互会社青森支社
八戸営業支社　八戸南営業所

八戸市 青森県八戸市三日町2青銀・明治安田ビル7F 0178-29-5144 事業所 R1
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三戸 八戸第841号
明治安田生命保険相互会社青森支社
八戸営業支社　八戸新荒町営業所

八戸市 青森県八戸市新荒町1-1　2F 0178-46-4075 事業所 R1

三戸 八戸第842号
明治安田生命保険相互会社青森支社
八戸営業支社　八戸長根営業所

八戸市 青森県八戸市新荒町1-1　3F 0178-72-1051 事業所 R1

五所川原 五所川原第638号 深浦漁業協同組合 深浦町 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字浜町364番地２ 0173-74-2411 事業所 R1

五所川原 五所川原第641号 中泊町　特産物直売所　ピュア 中泊町 青森県北津軽郡中泊町大字八幡字日向334 0173-57-5054 事業所 R1

五所川原 五所川原第656号 明治安田生命保険相互会社　青森支社　五所川原営業所 五所川原市 青森県五所川原市寺町10-3 017-776-8194 事業所 R1

上十三  上十三第６６０号 六ヶ所テクノス株式会社 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1321番地3 0175-72-4284 事業所 R1

上十三  上十三第６６１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 事業所 R1

上十三  上十三第667号  おいらせ農業協同組合本店 三沢市 三沢市大字三沢堀口16－7 0176-54-2211 事業所 R1

上十三  上十三第668号  おいらせ農業協同組合六戸支店 六戸町 六戸町大字犬落瀬字柴山2－62 0176-55-3101 事業所 R1

上十三 上十三第669号 六ヶ所工業有限会社 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字出戸字岡畑６－５ 0175-72-2606 事業所 R1

上十三 上十三第670号 株式会社青森クリエイト 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１番地１１０ 0175-71-0553 事業所 R1

上十三 上十三第671号 株式会社 中屋敷建設 三沢市 三沢市深谷二丁目９４－３０３ 0176-57-2773 事業所 R1

上十三 上十三第672号 有限会社 坂本興業 三沢市 三沢市栄町三丁目１４０－７９１ 0176-53-9526 事業所 R1

上十三 上十三第674号 青森電気工業株式会社 十和田市 十和田市三本木大字稲吉１２１番地５３ 0176-23-2546 事業所 R1

上十三 上十三第675号 青森電気工業株式会社　六ヶ所営業所 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字出戸字岡畑１７０－３ 0176-23-2546 事業所 R1

上十三 上十三第676号 （株）岡建設 東北町 上北郡東北町字栗山添４８－８ 0175-63-3151 事業所 R1

上十三 上十三第677号 株式会社　岡山建設 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村倉内笹崎１０５０－１ 0175-74-2325 事業所 R1

上十三 上十三第678号 株式会社　東星建設 横浜町 上北郡横浜町字苗代川目４２－１２ 0175-78-6261 事業所 R1

上十三 上十三第679号 株式会社　浅工務店 六ヶ所村 上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎４３３ 0175-74-2111 事業所 R1

上十三 上十三第685号
明治安田生命保険相互会社
青森支社八戸営業支社　十和田営業所

十和田市 十和田市稲生町１３－４３　ＴＮＫビル２階
017-776-8194
（青森支社）

事業所 R1

上十三 上十三第686号
明治安田生命保険相互会社
青森支社八戸営業支社　三沢営業所

三沢市 三沢市中央町４－３－４　ＹＧ三沢ビル２階
017-776-8194
（青森支社）

事業所 R1

むつ むつ第440号 有限会社　むつ中央トラック むつ市 むつ市奥内字中道23番地 0175-26-2365 事業所 R1

むつ むつ第441号 株式会社　渋田産業 大間町 下北郡大間町大字大間字中山16-3 0175-37-4335 事業所 R1

むつ むつ第442号 あべ理容室 むつ市 むつ市仲町8-25 0175-22-5075 事業所 R1

むつ むつ第443号 ソノダビューティースタジオ　ブライダル館 むつ市 むつ市小川町2-7-20 0175-22-4145 事業所 R1

むつ むつ第444号 モナ美容室 むつ市 むつ市昭和町4-16 0175-23-2208 事業所 R1

むつ むつ第445号 佐川美容室 むつ市 むつ市旭町5-1 0175-24-2609 事業所 R1

むつ むつ第446号 テルコ美容室 むつ市 むつ市昭和町9-1 0175-22-7657 事業所 R1

むつ むつ第447号 明治安田生命保険相互会社　青森支社　下北営業所 むつ市 むつ市金谷１丁目4-36 017-776-8194 事業所 R1

むつ むつ第448号 明治安田生命保険相互会社　青森支社　むつ大間営業所 大間町 下北郡大間町大字大間字大間平36-67 017-776-8194 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４２号 青森トヨタ自動車株式会社　本社 青森市 青森市合浦二丁目19-23 017-742-2111 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４３号 青森トヨタ自動車株式会社　青森店 青森市 青森市合浦二丁目19-23 017-742-2112 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４４号 青森トヨタ自動車株式会社　レクサス青森 青森市 青森市第二問屋町一丁目3-1 017-739-0800 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４５号 青森トヨタ自動車株式会社　青森西店 青森市 青森市新城字福田265-12 017-788-5314 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４６号 ネッツトヨタ青森株式会社　本社 青森市 青森市合浦二丁目19-30 017-741-1700 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４７号 ネッツトヨタ青森株式会社　青森店 青森市 青森市東大野二丁目4-1 017-762-2234 事業所 R1

青森市 保健衛生第４４８号 ネッツトヨタ青森株式会社　青森西店 青森市 青森市新城字福田265-11 017-788-3501 事業所 R1

青森市 保健衛生第４５８号 有限会社テック 青森市 青森市浪館字泉川22-6 017-718-1150 事業所 R1

青森市 保健衛生第４６７号 有限概査　青森地盤研究所 青森市 青森市中佃3丁目13-9 017-765-1390 事業所 R1

青森市 保健衛生第４６８号 協和電気株式会社 青森市 青森市古川2丁目18-9 017-776-8151 事業所 R1

東 青森第568号 株式会社　一矢産業 外ヶ浜町 東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田才の神17-1 0174-25-2676 事業所 R1

弘前 弘前第1129号 弘南建設株式会社 弘前市 弘前市大字高崎2丁目13-6 0172-27-2281 事業所 R1

弘前 弘前第1131号 青森トヨタ自動車株式会社　弘前店 弘前市 弘前市大字堅田2丁目2-1 0172-34-6210 事業所 R1

弘前 弘前第1132号 ネッツトヨタ青森株式会社　弘前店 弘前市 弘前市大字堅田2丁目2-1 0172-34-7280 事業所 R1

弘前 弘前第1133号 ネッツトヨタ青森株式会社　城東北店 弘前市 弘前市大字早稲田4丁目4-4 0172-28-4400 事業所 R1
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弘前 弘前第1134号 青森トヨタ自動車株式会社　黒石店 弘前市 黒石市昭和町1 0172-52-3115 事業所 R1

弘前 弘前第1135号 株式会社　前山組 弘前市 弘前市大字中畑字旭岡34 0172-86-2749 事業所 R1

三戸 八戸第850号 株式会社　壬生設備 八戸市 八戸市大字是川字小峠3-429 0178-71-8668 事業所 R1

三戸 八戸第853号 青森トヨタ自動車株式会社　八戸店 八戸市 八戸市城下三丁目13-9 0178-44-2171 事業所 R1

三戸 八戸第854号 青森トヨタ自動車株式会社　根城店 八戸市 八戸市根城二丁目30-1 0178-72-5511 事業所 R1

三戸 八戸第855号 ネッツトヨタ青森株式会社　城下店 八戸市 八戸市沼館二丁目3-14 0178-47-2080 事業所 R1

三戸 八戸第856号 ネッツトヨタ青森株式会社　根城店 八戸市 八戸市根城五丁目13-19 0178-22-6316 事業所 R1

三戸 八戸第857号 ネッツトヨタ青森株式会社　桜ヶ丘店 八戸市 八戸市大字大久保字小久保尻17-16 0178-31-2266 事業所 R1

三戸 八戸第858号 有限会社　佐々木電機 八戸市 八戸市湊高台六丁目1-18 0178-33-8407 事業所 R1

三戸 八戸第861号 株式会社　畑中造園土木 八戸市 八戸市石堂4-6-16 0178-28-0005 事業所 R1

三戸 八戸第864号 青森みちのく警備保障株式会社 八戸市 八戸市沼館1丁目3番38 0178-45-0284 事業所 R1

三戸 八戸第86６号 有限会社リミックス おいらせ町 おいらせ町浜道178－5 0178-56-5589 事業所 R1

五所川原 五所川原第672号 ネッツトヨタ青森株式会社　五所川原店 五所川原市 青森県五所川原市広田字柳沼60-16 0173-35-9360 事業所 R1

五所川原 五所川原第673号 青森トヨタ自動車株式会社　五所川原店 五所川原市 青森県五所川原市栄町43-10 0173-34-2135 事業所 R1

上十三 上十三第689号 株式会社　泉電気工事店 十和田市 十和田市西六番町7－17 0176-23-5097 事業所 R1

上十三 上十三第691号 石田産業株式会社 七戸町 七戸町字野崎狐久保106-226 0176-62-2103 事業所 R1

上十三 上十三第692号 青森みちのく警備保障株式会社　十和田営業所 十和田市 十和田市三本木北平73-1 0176-22-8814 事業所 R1

上十三 上十三第693号 青森みちのく警備保障株式会社　東北営業所 東北町 東北町字赤川道31-3 0175-63-4712 事業所 R1

上十三 上十三第694号 青森トヨタ自動車株式会社　十和田店 十和田市 十和田市東一番町1-3 0176-23-4166 事業所 R1

上十三 上十三第695号 青森トヨタ自動車株式会社　三沢店 三沢市 三沢市松原町二丁目31－2570 0176-53-2145 事業所 R1

上十三 上十三第696号 ネッツトヨタ青森株式会社　十和田店 十和田市 十和田市大字洞内字井戸頭144－131 0176-27-2100 事業所 R1

上十三 上十三第697号 ネッツトヨタ青森株式会社　三沢店 三沢市 三沢市松原町二丁目31－2570 0176-57-5151 事業所 R1

上十三 上十三第698号 野田重機建設株式会社 六戸町 六戸町大字犬落瀬字根古橋83－1 0176-55-5198 事業所 R1

むつ むつ第456号 青森トヨタ自動車株式会社むつ店 むつ市 むつ市金曲二丁目2-18 0175-22-3111 事業所 R1

むつ むつ第457号 ネッツトヨタ青森株式会社むつ店 むつ市 むつ市金曲二丁目2-20 0175-22-2368 事業所 R1

むつ むつ第458号 なりたカメラ写真館 むつ市 むつ市柳町1-6-4 0175-22-1810 事業所 R1

青森市 保健衛生第４７５号 社会福祉法人清友会 青森市 青森市新町2丁目6-25 017-723-2941 事業所 R2

青森市 保健衛生第４８０号 第一生命保険株式会社青森支社 青森市 青森市中央1丁目22-8 017-734-3191 事業所 R2

青森市 保健衛生第４８１号 第一生命保険株式会社青森支社東部営業オフィス 青森市
青森市東造道3-6-3テーオー小笠原東北支社ビル1
階

050-3782-0402 事業所 R2

青森市 保健衛生第４８２号 第一生命保険株式会社青森支社新青森営業オフィス 青森市 青森市石江岡部69青森ヤクルトビル3階 050-3782-0408 事業所 R2

青森市 保健衛生第４８３号 第一生命保険株式会社青森支社青森営業オフィス 青森市 青森市中央1丁目22-8 050-3782-0460 事業所 R2

青森市 保健衛生第４８４号 株式会社ヒロタ 青森市 青森市大字野木字野尻37-691 017-729-8321 事業所 R2

東 青森第569号 株式会社　福士建設 今別町 今別町今別字中沢１６３‐１ 0174-35-4063 事業所 R2

東 青森第570号 ヘアスクール 今別町 今別町大字今別字今別85 0174-35-2651 事業所 R2

東 青森第571号 川口理容所 今別町 今別町大字砂ヶ森字砂村元5 0174-36-2134 事業所 R2

東 青森第572号 ビューティーサロンポピー 今別町 今別町大字今別字中沢179-3 0174-35-2548 事業所 R2

東 青森第573号 サニー美容室 今別町 郡今別町大字今別字今別105-9 0174-35-3511 事業所 R2

東 青森第574号 プラザ美容室 今別町 今別町大字大川平字村元135-36 0174-35-3746 事業所 R2

東 青森第575号 美容室シェープ 平内町 平内町大字小湊字後萢39-7 017-755-4433 事業所 R2

東 青森第576号 レオンひらない店 平内町 平内町小湊字小湊91 017-755-5876 事業所 R2

東 青森第577号 越田美容院 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹田132-3 0174-22-2116 事業所 R2

東 青森第578号 美容室MOGA 外ヶ浜町 外ヶ浜町字平舘根岸小川47-3 090-4319-4607 事業所 R2

東 青森第579号 髪工房JOY 平内町 平内町大字藤沢竹達18-2 017-755-6007 事業所 R2

東 青森第580号 ビューティーサロンKOKO 外ヶ浜町 外ヶ浜町字下蟹田21-6 0174-22--2890 事業所 R2

東 青森第581号 ローズ理容院 蓬田村 蓬田村大字広瀬字坂元610-1 0174-27-2358 事業所 R2
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東 青森第582号 ひまわり美容院 平内町 平内町大字清水川字和山48-1 017-756-2235 事業所 R2

東 青森第583号 理容はせがわ 今別町 今別町大字今別字今別150-1 0174-35-3843 事業所 R2

東 青森第584号 美容室アトリエ 外ヶ浜町 外ヶ浜町字三厩新町37 0174-37-3838 事業所 R2

東 青森第593号 カットハウスあかずきん 平内町 平内町大字小湊字小湊1-2 017-755-5050 事業所 R2

東 青森第594号 小鹿理容院 今別町 今別町大字今別字宮本12-2 0174-35-3817 事業所 R2

東 青森第595号 うさちゃんクリーニング　イオンタウン平内店 平内町 平内町大字小湊字外ノ沢40
017-755-5211
017-765-1200

事業所 R2

東 青森第597号 蓬田村漁業協同組合 蓬田村 蓬田村郷沢浜田217 0174-27-2006 事業所 R2

東 青森第598号 三厩漁業協同組合 外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩本町9 0174-37-2007 事業所 R2

弘前 弘前第1136号 株式会社　濱名土木 板柳町 板柳町大字長野福岡34-1 0172-79-2053 事業所 R2

弘前 弘前第1137号 第一生命保険株式会社弘前東営業オフィス 弘前市 弘前市駅前2-2-3　弘前第一生命ビル２階 050-3782-0442 事業所 R2

弘前 弘前第1138号 第一生命保険株式会社弘前営業オフィス 弘前市 弘前市駅前2-2-3　弘前第一生命ビル４階 050-3782-0440 事業所 R2

弘前 弘前第1139号 第一生命保険株式会社弘前中央営業オフィス 弘前市 弘前市代官町89-1　弘前分室２階 050-3782-0444 事業所 R2

弘前 弘前第1140号 第一生命保険株式会社黒石営業オフィス 黒石市 黒石市内町31-38 050-3782-0438 事業所 R2

弘前 弘前第1141号 有限会社　烏城車輌整備工場 黒石市 黒石市追子野木2-223 0172-52-5415 事業所 R2

三戸 八戸第867号 八戸液化ガス株式会社　おいらせ三沢営業所 おいらせ町 おいらせ町鶉久保山104番1 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第868号 八戸液化ガス株式会社　　階上営業所 階上町 三戸郡階上町蒼前東二丁目9番3280 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第870号 八戸液化ガス株式会社　本社 八戸市 八戸市卸センター2丁目6番17 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第871号 八戸液化ガス株式会社　八食センター前給油所 八戸市 八戸市大字河原木字前谷地59番1 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第872号 八戸液化ガス株式会社　八戸給油所 八戸市 八戸市城下三丁目13番21 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第873号 八戸液化ガス株式会社　灯油センター 八戸市 八戸市沼館三丁目4番62 0178-28-2111 事業所 R2

三戸 八戸第876号 西浦水道建設工業株式会社 八戸市 八戸市沼館一丁目7番38号 0178-22-5167 事業所 R2

三戸 八戸第882号 株式会社　川村土木　本店 五戸町 三戸郡五戸町字古舘下川原23-1 0178-62-2543 事業所 R2

三戸 八戸第885号 第一生命保険株式会社　八戸湊営業オフィス 八戸市 八戸市白銀町三島上38-3 050-3782-0426 事業所 R2

三戸 八戸第886号 第一生命保険株式会社　五戸営業オフィス 五戸町 三戸郡五戸町天満12-2 050-3782-0420 事業所 R2

上十三 上十三第702号 むつ小川原原燃興産株式会社 六ケ所村 六ケ所村大字尾駮字野附1‐87 0175‐72‐3666 事業所 R2

上十三 上十三第703号 八戸液化ガス株式会社　七戸営業所 七戸町 七戸町字荒熊内66‐151 0178‐28‐2111 事業所 R2

上十三 上十三第708号 第一生命保険㈱　十和田営業オフィス 十和田市 十和田市西十四番町13-35 050-3782-0448 事業所 R2

上十三 上十三第710号 第一生命保険㈱　三沢営業オフィス 三沢市 三沢市中央町2丁目6-21 050-3782-0418 事業所 R2

上十三 上十三第711号 有限会社　谷島電気 十和田市 十和田市大字藤島字小山35-1 0176-28-3148 事業所 R2

むつ むつ第459号 株式会社　大建設備 むつ市 むつ市松森町21－8 0175-24-3033 事業所 R2

むつ むつ第469号 明成建販株式会社 むつ市 むつ市若松町1-12 0175-22-2001 事業所 R2

むつ むつ第470号 有限会社　オーエム・ワン むつ市 むつ市若松町1-12 0175-23-1446 事業所 R2

むつ むつ第472号 第一生命保険(株)下北営業オフィス むつ市 むつ市柳町1-6-5下北分室2F 050-3782-0404 事業所 R2

青森市 保健衛生第493号 （株）電器屋IKO 青森市 青森市新町1丁目9-22 017-722-3352 事業所 R2

青森市 保健衛生第496号 青森カイハツ生コンクリート株式会社 青森市 青森市荒川柴田87-1 017-739-2956 事業所 R2

青森市 保健衛生第497号 青森通運株式会社 青森市 青森市古川1丁目11-16 017-722-1511 事業所 R2

青森市 保健衛生第498号 株式会社　小池銘木店 青森市 青森市堤町2丁目1-19 017-773-3111 事業所 R2

東 青森第600号 第一生命保険株式会社　平内営業オフィス 平内町 平内町小湊字家の下22-7 050-3782-0412 事業所 R2

弘前 弘前第1143号 株式会社　サクラ建設工業 弘前市 弘前市糠坪桜山132-1 0172-95-3308 事業所 R2

弘前 弘前第1145号 丸勘建設株式会社 弘前市 弘前市新里中樋田9-3 0172-27-0321 事業所 R2

弘前 弘前第1146号 有限会社　アサヒ印刷 弘前市 弘前市青樹町3-6 0172-87-1118 事業所 R2

弘前 弘前第1147号 有限会社　二唐刃物鍛造所 弘前市 弘前市金属町4-1 0172-88-2881 事業所 R2

弘前 弘前第1148号 有限会社　三浦造園 弘前市 弘前市前坂船山47-2 0172-95-2246 事業所 R2

弘前 弘前第1149号 ビセラル株式会社　弘前営業所 田舎館村 田舎館村川部富岡84-1 0172-58-4813 事業所 R2

弘前 弘前第1150号 弘前地方森林組合 弘前市 弘前市境関亥ノ宮35-13 0172-28-3305 事業所 R2



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

三戸 八戸第887号 第一生命保険株式会社八戸第二営業オフィス 八戸市 八戸市廿三日町17 050-3782-0424 事業所 R2

三戸 八戸第888号 第一生命保険株式会社三戸営業オフィス 三戸町 三戸町川守田沖中55 050-3782-0422 事業所 R2

三戸 八戸第889号 有限会社　ビジネスマインド 八戸市 八戸市根城7丁目4-33 0178-44-8548 事業所 R2

三戸 八戸第890号 下道建設株式会社 おいらせ町 おいらせ町洗平39-2 0178-56-3033 事業所 R2

三戸 八戸第891号 大泉運輸株式会社　八戸営業所 八戸市 八戸市西白山台5丁目13-4 0178-32-6326 事業所 R2

三戸 八戸第892号 株式会社　河原木電業 八戸市 八戸市江陽二丁目11番13号 0178-45-2100 事業所 R2

三戸 八戸第894号 青森スバル自動車株式会社八戸長苗代店 八戸市 八戸市長苗代字前田50-1 0178-28-4091 事業所 R2

三戸 八戸第895号 青森スバル自動車株式会社八戸類家店 八戸市 八戸市諏訪3丁目13-5 0178-47-9228 事業所 R2

三戸 八戸第896号 八戸陸送株式会社 八戸市 八戸市河原木海岸36-13 0178-29-1676 事業所 R2

三戸 八戸第897号 有限会社　東興防水工業 八戸市 八戸市沼館二丁目11番16号 0178-41-2700 事業所 R2

三戸 八戸第898号 岩谷組有限会社 八戸市 八戸市尻内町字内田1-2 0178-27-0617 事業所 R2

三戸 八戸第899号 株式会社　夏堀組 南部町 南部町大字苫米地字白山堂18-1 0178-84-2012 事業所 R2

三戸 八戸第900号 株式会社　大成計装 八戸市 八戸市江陽二丁目19番33号 0178-22-0388 事業所 R2

三戸 八戸第901号 三八五流通株式会社 八戸市 八戸市大字長苗代字上中坪35番地1号 0178-27-4141 事業所 R2

三戸 八戸第902号 アールテック　株式会社 八戸市 八戸市江陽二丁目18番8号 0178-51-9575 事業所 R2

三戸 八戸第903号 株式会社　なかやま 八戸市 八戸市沼館一丁目20-11 0178-44-2017 事業所 R2

三戸 八戸第904号 有限会社　小向総合保険事務所 八戸市 八戸市市川町字船場川原26-1 0178-52-3493 事業所 R2

三戸 八戸第905号 株式会社　大明 八戸市 八戸市大字豊崎町字鮫ノ口4番地2 0178-23-2369 事業所 R2

三戸 八戸第906号 吉田建設　株式会社 八戸市 八戸市小中野8丁目17-18-5 0178-32-7800 事業所 R2

三戸 八戸第907号 畑中建設工業株式会社 八戸市 八戸市沼館四丁目6番6号 0178-43-2332 事業所 R2

三戸 八戸第908号  株式会社　なかやま建機リース部　八戸営業所 八戸市 八戸市下長六丁目2-22 0178-28-8817 事業所 R2

三戸 八戸第909号 有限会社　三沢自動車 おいらせ町 おいらせ町住吉1丁目50-868 0176-53-5378 事業所 R2

五所川原 五所川原第681号 坂本光組 五所川原市 五所川原市大字飯詰字清野85-1 0173-37-2301 事業所 R2

五所川原 五所川原第682号 （株）木村建装社 中泊町 五所川原市北津軽郡中泊町大字高根字小金石151 0173-57-2760 事業所 R2

上十三 上十三第713号 田村モータース株式会社 六ケ所村 六ケ所村大字倉内字笹崎318 0175‐74‐2850 事業所 R2

上十三 上十三第759号 株式会社　河野電気工業 六戸町 六戸町大字犬落瀬字下久保1—243 0176-55-4662 事業所 R2

上十三 上十三第766号  株式会社　なかやま建機リース部　十和田営業所 十和田市 十和田市大字三本木字稲吉176-32 0176-20-2715 事業所 R2

上十三 上十三第767号  株式会社　なかやま十和田営業所 十和田市 十和田市東六番町3－41 0176-23-1049 事業所 R2

むつ むつ第477号 株式会社　熊谷建設工業 むつ市 むつ市中央一丁目5番7号 0175-22-1141 事業所 R2

むつ むつ第478号 株式会社　クラフト むつ市 むつ市赤川町15-10 0175-23-6288 事業所 R2

青森市 保健衛生第４９９号 株式会社なかやま建機リース部青森営業所 青森市 青森市野木字野尻37-724 017-762-4117 事業所 R2

青森市 保健衛生第５００号 東洋建物管理株式会社 青森市 青森市橋本1丁目7-3 017-734-5281 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０１号 大泉開発株式会社 青森市 青森市浪館4丁目10-25 017-781-6111 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０２号 興陽電設株式会社青森支店 青森市 青森市大字平新田字森越12-28　大阪組総合ビル1階 017-763-5630 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０３号 株式会社嶋津商店 青森市 青森市自由ヶ丘2-15-3 017-744-0011 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０４号 株式会社なかやま青森営業所 青森市 青森市問屋町2-4-20 017-728-3568 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０５号 株式会社蝦名商事 青森市 青森市大字金浜字稲田11-8 017-729-3932 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０６号 青森オフセット印刷株式会社 青森市 青森市本町2-11-16 017-775-1431 事業所 R2

青森市 保健衛生第５０７号 株式会社エービッツ 青森市 青森市新町2-6-25新町キューブ（4、5階） 017-752-8832 事業所 R2

東 青森第603号 平内レミコン株式会社 平内町 平内町大字沼館字沼館尻5番７ 017-755-2752 事業所 R2

東 青森第614号 マックスバリュ平内店 平内町 平内町大字小湊字外ノ沢40 017-755-3122 事業所 R2

弘前 弘前第1154号 株式会社　なかやま　弘前営業所 弘前市  弘前市末広5丁目6-2（本社：八戸市沼館1丁目20-11）
0172-26-0399
(本社：0178-

44-2017)
事業所 R2

弘前 弘前第1155号 東洋建物管理株式会社　弘前支社 弘前市 弘前市富田1丁目2-5 0172-34-6566 事業所 R2

弘前 弘前第1156号 東洋建物管理株式会社　黒石営業所 黒石市 黒石市ぐみの木1丁目12 0172-68-2979 事業所 R2

弘前 弘前第1157号 大泉開発株式会社　弘前営業所 弘前市 弘前市川合浅田27-1 0173-22-3335 事業所 R2
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弘前 弘前第1158号 株式会社　工藤建設 平川市 平川市南田中西原125-1 0172-57-2327 事業所 R2

弘前 弘前第1159号 有限会社　村上土木 藤崎町 藤崎町藤崎西浅田42-1 0172-88-5317 事業所 R2

三戸 八戸第910号 株式会社　松橋不動産 八戸市 八戸市根城九丁目4番1号 0178-45-0793 事業所 R2

三戸 八戸第911号 株式会社　二本木油店 八戸市 八戸市根城2丁目26-29 0178-43-6655 事業所 R2

三戸 八戸第912号 興陽電設株式会社 八戸市 八戸市城下4丁目10-10 0178-45-6201 事業所 R2

三戸 八戸第913号 東洋建物管理株式会社　八戸営業所 八戸市 八戸市柏崎一丁目10番2号 0178-46-2777 事業所 R2

三戸 八戸第915号 株式会社　なかやま　サービス部 八戸市 八戸市大字是川字田子沢14-3 0178-71-8520 事業所 R2

三戸 八戸第916号 東和警備株式会社 八戸市 八戸市青葉三丁目24番3号 0178-43-7163 事業所 R2

三戸 八戸第917号 株式会社　大山建工 五戸町 五戸町大字切谷内字淋代14-1 0178-68-3353 事業所 R2

三戸 八戸第918号 釜淵造園建設株式会社 田子町 田子町大字田子字七日市44 0179-32-2510 事業所 R2

三戸 八戸第920号 株式会社　ハチカン 八戸市 八戸市大字市川町字下揚45-44 0178-52-6235 事業所 R2

三戸 八戸第921号 萬齋株式会社　本社 八戸市 八戸市南郷大森字大久保21-12 0178-32-0180 事業所 R2

三戸 八戸第922号 萬齋株式会社　営業事務所 八戸市 八戸市八幡字上ミ沢20-6 0178-32-0180 事業所 R2

三戸 八戸第923号 有限会社　名章建設工業 八戸市 八戸市諏訪三丁目4番11号 0178-47-5211 事業所 R2

三戸 八戸第924号 有限会社　苅田工業 八戸市 八戸市大字妙字花生8-128 0178-25-5113 事業所 R2

三戸 八戸第925号 並木燃料株式会社 八戸市 八戸市大字尻内町平中2番地の1 0178-27-2500 事業所 R2

三戸 八戸第926号 株式会社川賢　カワケンポートリー おいらせ町 おいらせ町鶉久保山117-27 0176-53-4180 事業所 R2

三戸 八戸第927号 株式会社川賢　GPセンター おいらせ町 おいらせ町鶉久保山117-27 0176-53-4180 事業所 R2

五所川原 五所川原第683号 大泉開発株式会社　事業本部 鶴田町 鶴田町大字鶴田字相原87-1 0173-22-3335 事業所 R2

五所川原 五所川原第684号 東洋建物管理株式会社　五所川原営業所 五所川原市 五所川原市新町3番地 0173-34-4962 事業所 R2

上十三 上十三第773号 有限会社　田中水道工業所 三沢市 三沢市南山3丁目174-1 0176-53-5953 事業所 R2

上十三 上十三第775号  東洋建物管理株式会社六ヶ所営業所 六ヶ所村 六ヶ所村大字尾駮字野附1-66 017-734-5281 事業所 R2

上十三 上十三第776号 竹ヶ原興業株式会社 十和田市 十和田市東13-27-20 0176-23-6125 事業所 R2

上十三 上十三第777号 葛西産業株式会社 六ヶ所村 六ヶ所村大字尾駮字穴沢24 0175-72-2955 事業所 R2

上十三 上十三第 778号 株式会社川賢　本社 三沢市 三沢市岡三沢2丁目8-7 0176-53-4080 事業所 R2

上十三 上十三第 779号   株式会社川賢　インジーンファーム谷地頭農場管理棟 三沢市 三沢市大字三沢字庭構41-44 0176-53-4080 事業所 R2

上十三 上十三第 780号   株式会社川賢インジーンファーム高野沢農場管理棟 三沢市 三沢市大字三沢字庭構2671-2 0176-53-4080 事業所 R2

上十三 上十三第 781号 株式会社川村農場　管理棟 三沢市 三沢市大字三沢字庭構49-94 0176-53-4080 事業所 R2

むつ むつ第481号 杉山建設工業株式会社 むつ市 むつ市赤川町14-10 0175-22-2151 事業所 R2

むつ むつ第483号 東洋建物管理株式会社　むつ営業所 むつ市 むつ市上川町5-22 0175-23-4884 事業所 R2

むつ むつ第484号 興陽電設株式会社　むつ営業所 むつ市 むつ市大曲2丁目6-12 0175-23-8051 事業所 R2


