
０３０-８５２３ 青森家庭裁判所,青森県,青森市,長島,１-３－２６

０３０-８５２４ 青森簡易裁判所,青森県,青森市,長島,１-３－２６

０３０-８５６６ 青森県 環境保健センター,青森県,青森市,東造道,１-１－１

０３０-８５６７ 青森県 市町村職員共済組合,青森県,青森市,本町,５-１－５

０３０-８５０２ 青森県 社会保険診療報酬支払基金,青森県,青森市,堤町,１-５－１

０３０-８５４１ 青森県 信用保証協会,青森県,青森市,新町,２-４－１

０３０-８５４０ 青森県教育庁,青森県,青森市,長島,一-１番１号

０３０-８５３０ 青森県税事務所,青森県,青森市,新町,２-４－３０

０３０-８５７０ 青森県庁,青森県,青森市,長島,１-１－１

０３０-８５０５ 青森県立 保健大学,青森県,青森市,大字浜館,字間瀬５８－１

０３０-８５５５ 青森市役所,青森県,青森市,中央,１-２２－５

０３０-８５１５ 青森商工会議所,青森県,青森市,新町,一-２番１８号

０３０-８５４５ 青森地方検察庁,青森県,青森市,長島,１-３番２５号

０３０-８５２２ 青森地方裁判所,青森県,青森市,長島,１-３－２６

０３０-８５１１ 青森地方法務局,青森県,青森市,長島,１-３－５

０３０-８５２０ 青森山田高等学校,青森県,青森市,青葉,３-１３－４０

０３０-８５５８ 青森労働局,青森県,青森市,新町,２-４－２５

０３０-８５８５ (株) みちのく銀行 事務集中室,青森県,青森市,橋本,１-４番１０号

０３０-８５４３ (株) 角弘,青森県,青森市,新町,２-５－１

０３０-８５５７ (株) オカムラ食品工業,青森県,青森市,八重田,１-６－１１

０３０-８５２１ (株) 奥村工務店,青森県,青森市,浪打,１-１４－３

０３０-８５５０ (株) オリエントコーポレーション 青森支店,青森県,青森市,新町,２-２－４

０３０-８５０３ (株) 中三 本店,青森県,青森市,新町,１-７－１

０３０-８５８８ (株) 成田本店,青森県,青森市,新町,１-１３－４

０３０-８５３３ 協同組合 サンロード青森,青森県,青森市,緑,３-９－２

０３０-８５１０ 協同組合 日専連青森,青森県,青森市,長島,２-１８－６

０３０-８５７４ さくら野東北 (株) 青森店,青森県,青森市,新町,１-１３－２

０３０-８５７７ 財務省 東北財務局 青森財務事務所,青森県,青森市,新町,２-４－２５

０３０-０１９７ 酸ヶ湯温泉,青森県,青森市,荒川,字南荒川山国有林小字酸湯沢５０-

０３０-８５５２ 全国健康保険協会 青森支部,青森県,青森市,長島,２-２５－３

０３０-８５６０ 東北電力 (株) 青森支店,青森県,青森市,港町,２-１２－１９

０３０-８５６１ 東北電力ネットワーク (株) 青森支社,青森県,青森市,港町,２-１２番１９号

０３０-８５８０ 東北電力ネットワーク (株) 青森電力センター,青森県,青森市,本町,１-３番９号

０３０-８５５６ 日本年金機構 青森事務センター,青森県,青森市,長島,二-２５－３

０３０-８５５４ 日本年金機構 青森年金事務所,青森県,青森市,中央,１－２２－８

０３０-０１９８ 八甲田ホテル,青森県,青森市,荒川,字南荒川山１－１

０３０-０１８８ 八甲田ロープウェー (株),青森県,青森市,大字荒川,字寒水沢１－１２

０３０-８５１３ 東日本電信電話 (株) 青森支店,青森県,青森市,橋本,２-１－６

０３０-０１８１ 青森朝日放送 (株),青森県,青森市,大字荒川,字柴田１２５－１

０３０-０１８５ 青森魚類 (株),青森県,青森市,卸町,１-１

０３０-０１８４ 青森県立図書館,青森県,青森市,大字荒川,字藤戸１１９－７

０３０-０１９６ 青森公立大学,青森県,青森市,大字合子沢,字山崎１５３－４

０３０-０１８０ (株) 東奥日報社,青森県,青森市,第二問屋町,３-１－８９

０３０-０１８３ 中水青森中央水産 (株),青森県,青森市,卸町,１-１

０３０-０１９２ 富士通 (株) 青森システムラボラトリ,青森県,青森市,大字野木,字山口２４５－９

０３０-０１８６ 丸大堀内 (株),青森県,青森市,問屋町,２-１５－２２

０３０-８５５３ 青森県立 中央病院,青森県,青森市,東造道,２-１－１

０３０-８６４９ 青森県信用組合,青森県,青森市,大字浜田,字玉川２０７－１

０３０-８６５５ 青森放送 (株),青森県,青森市,松森,１-８－１

０３０-８６２２ (株) みちのく銀行,青森県,青森市,勝田,１-３－１

０３０-８６６８ (株) 青森銀行,青森県,青森市,橋本,１-９－３０

０３０-８６８６ (株) 青森テレビ,青森県,青森市,松森,１-４－８

０３０-８６１０ (株) みちのく銀行事務センター,青森県,青森市,青葉,３-９－１２

０３０-８６６７ 商工組合中央金庫 青森支店,青森県,青森市,橋本,１-４－５

０３０-８６１１ 大和證券 (株) 青森支店,青森県,青森市,新町,２-５－１３

０３０-８６７７ 日本銀行 青森支店,青森県,青森市,中央,１-１１－１

０３０-８６３３ 日本放送協会 青森放送局,青森県,青森市,松原,２-１－１

０３０-８６０４ 日本生命保険 相互会社 青森支社,青森県,青森市,長島,２-２５－３）

０３８-８５５０ 青い森鉄道 (株),青森県,青森市,篠田,一-６－２

０３８-８５８５ 青森県 視覚障害者情報センター,青森県,青森市,大字石江,字江渡５－１

０３８-８５０５ 青森市役所 柳川庁舎,青森県,青森市,柳川,２-１番１号

０３８-８５６０ 青森ヤクルト販売 (株),青森県,青森市,大字石江,字岡部６９-

０３８-１３９３ イトーヨーカドー青森ＩＤＣ,青森県,青森市,浪岡大字高屋敷,字野尻１－２５

０３８-１３９２ 青森市役所 浪岡事務所,青森県,青森市,浪岡大字浪岡,字稲村１０１－１

０３６-８７８８ アップルウェーブ (株),青森県,弘前市,大字土手町,３８-

０３６-８５０１ (株) サイキ,青森県,弘前市,大字城東中央,３-６－６

０３６-８５８８ 社団法人 弘前観光コンベンション協会,青森県,弘前市,大字下白銀町,２-１

０３６-８５２２ つがる弘前農業協同組合,青森県,弘前市,大字城東北,４-１の１

０３６-８５１１ 津軽保険生活協同組合 健生病院,青森県,弘前市,大字扇町,２-２番２

０３６-８６５５ 東北化学薬品 (株),青森県,弘前市,大字神田,１-３－１

０３６-８５０３ 東北女子短期大学,青森県,弘前市,大字上瓦ケ町,２５

０３６-８５３０ 東北女子大学,青森県,弘前市,大字清原,１-１-１６

０３６-８５５５ 東北電力 (株) 弘前営業所,青森県,弘前市,大字本町,１

０３６-８７７７ 東北電力ネットワーク (株) 弘前電力センター,青森県,弘前市,大字本町,１-

０３６-８５４５ 独立行政法人 国立病院機構 弘前病院,青森県,弘前市,大字富野町,１-

０３６-８５３８ 日本年金機構 弘前年金事務所,青森県,弘前市,外崎,２００５/２/６

０３６-８５０２ ハローワーク弘前・弘前公共職業安定所,青森県,弘前市,大字南富田町,５-１

０３６-８６８９ 弘前 税務署,青森県,弘前市,大字本町,２-２

０３６-８５７７ 弘前学院大学,青森県,弘前市,大字稔町,１-１３

０３６-８５８５ 弘前工業高等学校,青森県,弘前市,大字馬屋町,６-２

０３６-８６６６ 弘前航空電子 (株),青森県,弘前市,大字清野袋,５-５－１

０３６-８５５８ 弘前高等学校,青森県,弘前市,大字新寺町,１-１

０３６-８５５１ 弘前市役所,青森県,弘前市,大字上白銀町,１-１

０３６-８５６７ 弘前商工会議所,青森県,弘前市,大字上鞘師町,１８-

０３６-８５６２ 弘前大学 (医学部）,青森県,弘前市,大字在府町,５

０３６-８５６０ 弘前大学 (本部）,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６３ 弘前大学 医学部附属病院,青森県,弘前市,大字本町,５３

０３６-８５６１ 弘前大学 遺伝子実験施設,青森県,弘前市,大字文京町,３
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０３６-８５６０ 弘前大学 学生部,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６０ 弘前大学 教育学部,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６０ 弘前大学 生涯学習教育研究センター,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６０ 弘前大学 人文学部,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６１ 弘前大学 総合情報処理センター,青森県,弘前市,大字文京町,３

０３６-８５６０ 弘前大学 附属図書館,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６０ 弘前大学 保健管理センター,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６１ 弘前大学 理工学部,青森県,弘前市,大字文京町,３

０３６-８５６０ 弘前大学事務局 (本部）,青森県,弘前市,大字文京町,１

０３６-８５６４ 弘前大学大学院 保健学研究科,青森県,弘前市,大字本町,６６-１

０３６-８５６１ 弘前大学農学生命科学部,青森県,弘前市,大字文京町,３

０３６-８５５０ 弘前中央高等学校,青森県,弘前市,大字藏主町,７-１

０３６-８５３３ 陸上自衛隊 弘前駐屯地,青森県,弘前市,大字原ケ平,字山中１８－１１７

０３６-１３９３ 弘前市 岩木庁舎,青森県,弘前市,大字賀田,１-１－１

０３６-１５９３ 相馬村 農業協同組合,青森県,弘前市,大字五所,字野沢２３－１

０３６-１５９２ 弘前市 相馬庁舎,青森県,弘前市,大字五所,字野沢４１－１

０３６-８６８６ (株) 青森銀行 弘前支店,青森県,弘前市,大字親方町,１９

０３６-８６８８ キタエアップル (株),青森県,弘前市,大字境関,字西田３４－２

０３６-８６０１ 弘果弘前中央青果 (株),青森県,弘前市,大字末広,１-２－１

０３６-８６４２ 有限会社 鎌田屋商店,青森県,弘前市,大字和徳町,６

０３１-８５５１ 青森労災病院,青森県,八戸市,大字白銀町,字南ケ丘１

０３１-８５４５ 医療法人 平成会,青森県,八戸市,湊高台,２-４－６

０３１-８５２０ (株) 帝国データバンク 八戸支店,青森県,八戸市,売市,３-２－１６

０３１-８５７０ (株) 八戸パークホテル,青森県,八戸市,吹上,１-１５－９０

０３１-８５５８ (株) ヒグチ,青森県,八戸市,城下,３-１３－１４

０３１-８５３３ (株) 三春屋,青森県,八戸市,大字十三日町,１３

０３１-８５７７ (株) ヤマヨ,青森県,八戸市,江陽,４-１０－２４

０３１-８６５５ (株) 吉田産業,青森県,八戸市,大字廿三日町,２

０３１-８５４４ 学校法人 光星学院 本部事務局,青森県,八戸市,大字美保野,１３-９８

０３１-８５０７ 光星学院高等学校,青森県,八戸市,湊高台,６-１４－５

０３１-８５５０ 東北電力 (株) 八戸営業所,青森県,八戸市,大字堤町,１１-２

０３１-８５３８ 長崎屋 八戸店,青森県,八戸市,江陽,２-１４－１

０３１-８５１０ 八戸警察署,青森県,八戸市,城下,１-１６－２５

０３１-８５０１ 八戸工業大学,青森県,八戸市,大字妙,字大開８８－１

０３１-８５０５ 八戸工業大学第二高等学校,青森県,八戸市,大字妙,字大開６７

０３１-８５１１ 八戸商工会議所,青森県,八戸市,大字堀端町,２-３

０３１-８５５５ 八戸市立 市民病院,青森県,八戸市,大字田向,字毘沙門平１

０３１-８６１１ 八戸税務署,青森県,八戸市,江陽,２-９－４５

０３１-８５８８ 八戸大学,青森県,八戸市,大字美保野,１３－９８

０３１-８５０４ マルヨ水産 (株),青森県,八戸市,築港街,１-１－４

０３１-８５４３ 有限会社 ヴィアノヴァ,青森県,八戸市,大字十三日町,１

０３１-８５８５ ラピア (八戸ショッピングセンター）,青森県,八戸市,江陽,２-１４－１

０３１-８６０１ (株) デーリー東北新聞社,青森県,八戸市,城下,１-３－１２

０３１-８６８６ 八戸市役所,青森県,八戸市,内丸,１-１－１

０３１-８６１２ 八戸信用金庫,青森県,八戸市,大字八日町,１８

０３９-２２８２ アクセスケーブル (株) 八戸工場,

０３９-２２８２ 青森県,八戸市,北インター工業団地,五-１番１４号

０３９-１１８１ 青森地方法務局 八戸支局,青森県,八戸市,根城,９-１３－９

０３９-１１８０ 海上自衛隊 八戸航空基地隊,青森県,八戸市,河原木,字高館

０３９-１１８５ (株) ユニバース,青森県,八戸市,大字長苗代,字前田８３－１

０３９-１１９３ カメイ (株) 八戸支店,青森県,八戸市,豊洲,２－３８

０３１-８６１７ 大平洋金属 (株) 八戸製造所,青森県,八戸市,大字河原木,字遠山新田５－２

０３９-１１９２ 八戸工業高等専門学校,青森県,八戸市,大字田面木,字上野平１６-１

０３１-８６０８ 八戸港湾運送 (株),青森県,八戸市,大字河原木,字海岸１６－４

０３９-１１９７ 三菱製紙 (株) 八戸工場,青森県,八戸市,大字河原木,字青森谷地

０３９-１１８９ 三八五流通 (株),青森県,八戸市,大字長苗代,字上中坪３５-１号

０３９-２２８０ アルバック東北 (株),青森県,八戸市,北インター工業団地,６-１－１６

０３９-２２８１ アルバックマテリアル (株) 東北事業所,

０３９-２２８１ 青森県,八戸市,北インター工業団地,６-１－１６

０３９-２２９２ アンデス電気 (株) 八戸工場,青森県,八戸市,桔梗野工業団地,１-３－１

０３９-２２８５ 東北容器工業 (株),青森県,八戸市,北インター工業団地,４-２－７

０３９-２２８７ 八戸協和水産 (株),青森県,八戸市,大字市川町,字下揚４５－１３

０３９-２２８３ 八戸東洋 (株),青森県,八戸市,桔梗野工業団地,３-６－５

０３６-０３９２ (株) キョーエイ,青森県,黒石市,大字浅瀬石,字村元１０２－６－２４

０３６-０３９６ 黒石市役所,青森県,黒石市,大字市ノ町,１１－１－２０

０３７-８６５５ 青森地方法務局 五所川原支局,青森県,五所川原市,大字唐笠柳,字藤巻５０７-１０

０３７-８６０１ (株) 五所川原エフエム,青森県,五所川原市,字東町,１７-の５

０３７-８６８６ 五所川原市役所,青森県,五所川原市,字布屋町,４１-１

０３４-８５７８ 青森県立 三本木農業高等学校,青森県,十和田市,大字相坂,字高清水７８－９２

０３４-８５６５ 東北電力ネットワーク (株) 十和田電力センター,青森県,十和田市,西三番町,７番１号

０３４-８６１３ 十和田税務署,青森県,十和田市,西二番町,１４－１２十和田奥入瀬合同庁舎

０３４-０３９８ 奥入瀬渓流グランドホテル,青森県,十和田市,奥瀬,字栃久保２３１

０３４-０３９２ 十和田市役所 十和田湖支所,青森県,十和田市,奥瀬,字中平７０－３

０３４-０３９３ 八甲田農業協同組合 十和田湖支店,青森県,十和田市,奥瀬,字堰道１６-１

０３４-８６０５ (株) 青森銀行 十和田支店,青森県,十和田市,稲生町,１５－１

０３４-８６１８ (株) ササキコーポレーション,青森県,十和田市,大字三本木,字里ノ沢１－２５９

０３４-８６２８ 北里大学 獣医畜産学部,青森県,十和田市,東二十三番町,３５－１

０３４-８６１５ 十和田市役所,青森県,十和田市,西十二番町,６－１

０３３-８６８８ (株) 三沢奥入瀬観光開発,青森県,三沢市,字古間木山,５６-

０３３-８６６６ 三沢市役所,青森県,三沢市,桜町,１-１－３８

０３３-８６０４ 航空自衛隊 三沢基地,青森県,三沢市,大字三沢,字後久保１２５－７

０３５-８６８６ むつ市役所,青森県,むつ市,中央,１-８番１号

０３９-４４９５ むつ市役所 大畑庁舎,青森県,むつ市,大畑町,伊勢堂１－１

０３８-３１９５ 木造町農業協同組合,青森県,つがる市,木造森山,３-２

０３８-３１９３ 県立木造高校,青森県,つがる市,木造日向,Feb-７３

０３８-３１９４ 誠仁会 尾野病院,青森県,つがる市,木造若竹,５

０３８-３１９２ つがる市役所,青森県,つがる市,木造若緑,Jan-６１

０３８-３３９３ 航空自衛隊 車力分屯基地,青森県,つがる市,富萢町,屏風山１



０３８-３３９４ 高山稲荷神社,青森県,つがる市,牛潟町,鷲野沢１４７－２

０３８-３３９２ つがる市役所 車力出張所,青森県,つがる市,豊富町,屏風山１-３７２

０３８-０１９４ (財) 黎明郷,青森県,平川市,碇ヶ関,湯向川添３０

０３８-０１９２ 平川市役所 碇ケ関総合支所,青森県,平川市,碇ヶ関,三笠山１０７－３

０３９-３３９３ 平内町役場,青森県,東津軽郡平内町,大字小湊,字小湊６３

０３０-１３９３ 外ヶ浜町役場,青森県,東津軽郡外ヶ浜町,字蟹田高銅屋,Feb-４４

０３０-１４９６ 社会福祉法人 平舘福祉会 かもめ苑,

０３０-１４９６ 青森県,東津軽郡外ヶ浜町,字平舘根岸小川,２０-１

０３０-１４９２ 外ヶ浜町役場 平舘支所,青森県,東津軽郡外ヶ浜町,字平舘根岸湯の沢,１９６

０３０-１７９８ 外ヶ浜町役場 三厩支所,青森県,東津軽郡外ヶ浜町,字三厩本町,５９

０３８-２７９２ 鯵ケ沢町役場,青森県,西津軽郡鰺ヶ沢町,大字本町,２０９－２

０３８-２７９３ ナクア白神ホテル＆リゾート,青森県,西津軽郡鰺ヶ沢町,長平町,字西岩木山７５

０３６-１４９２ 西目屋村役場,青森県,中津軽郡西目屋村,大字田代,字稲元１４４

０３８-３８９２ 藤崎町役場,青森県,南津軽郡藤崎町,大字西豊田,１-１

０３８-０２９２ 大鰐町役場,青森県,南津軽郡大鰐町,大字大鰐,字羽黒館５－３

０３８-３６９２ 板柳町役場,青森県,北津軽郡板柳町,大字板柳,字土井２３９－３

０３８-３５９５ 鶴田町役場,青森県,北津軽郡鶴田町,大字鶴田,字早瀬２００－１

０３７-０３９２ 中泊町役場,青森県,北津軽郡中泊町,大字中里,字亀山４３４-１

０３９-２５９８ 青森県営農大学校,青森県,上北郡七戸町,字大沢,Aug-４８

０３９-２５９７ 青森県立 七戸養護学校,青森県,上北郡七戸町,字蛇坂,５７－３１

０３９-２５９３ 上北教育事務所,青森県,上北郡七戸町,字蛇坂,Jan-５５

０３９-２５９４ 上北地方福祉事務所,青森県,上北郡七戸町,字蛇坂,Jan-５５

０３９-２５９５ 公立七戸病院,青森県,上北郡七戸町,字影津内,Jan-９８

０３９-２５９２ 七戸町役場 七戸庁舎,青森県,上北郡七戸町,字七戸,３１－２

０３９-２７９２ 七戸町役場,青森県,上北郡七戸町,字森ノ上,１３１－４

０３９-２７９３ とうほく天間農業協同組合 天間林支所,青森県,上北郡七戸町,字森ノ上,１９８

０３９-２３９２ 六戸町役場,青森県,上北郡六戸町,大字犬落瀬,字前谷地６０

０３９-２４９２ 東北町役場,青森県,上北郡東北町,上北南,４-３２－４８４

０３９-２４９３ 八甲田農業協同組合,青森県,上北郡東北町,大字上野,字新堤向９３

０３９-２６９６ 東北町役場 東北分庁舎,青森県,上北郡東北町,塔ノ沢山,１－９４

０３９-２１９２ おいらせ町役場,青森県,上北郡おいらせ町,中下田,１３５－２

０３９-２２８９ おいらせ町役場 分庁舎,青森県,上北郡おいらせ町,上明堂,Jun-６０

０３９-２２８６ 日本フードパッカー (株) 青森工場,青森県,上北郡おいらせ町,松原,２-１３２－１

０３９-２２９３ 桃川 (株),青森県,上北郡おいらせ町,上明堂,１１２

０３９-４６９２ 大間町役場,青森県,下北郡大間町,大字大間,字大間１０４-

０３９-４２９３ 東北電力 (株) 東通原子力発電所,青森県,下北郡東通村,大字白糠,字前坂下３４－４

０３９-４２９２ 東通村役場,青森県,下北郡東通村,大字砂子又,字沢内５-３４

０３９-０１９８ 三戸町役場,青森県,三戸郡三戸町,大字在府小路町,４３

０３９-０２９２ 田子町役場,青森県,三戸郡田子町,大字田子,字天神堂平８１

０３９-０１９５ 南部町役場 南部分庁舎,青森県,三戸郡南部町,大字沖田面,字沖中４６

０３９-０５９５ 南部町役場 名川分庁舎,青森県,三戸郡南部町,大字平,字広場２２

０３９-０８９２ 南部町役場,青森県,三戸郡南部町,大字苫米地,字下宿２３－１




