
０２０-８５８４ 一般社団法人 岩手県医師会,岩手県,盛岡市,菜園,２-８番２０号

０２０-８５０５ 岩手医科大学附属 内丸メディカルセンター,岩手県,盛岡市,内丸,１９番１号

０２０-８５４０ 岩手県 警察本部,岩手県,盛岡市,内丸,８-１０

０２０-８５７７ 岩手県衛生研究所,岩手県,盛岡市,飯岡新田,１-３６－１

０２０-８５１０ 岩手県自治会館,岩手県,盛岡市,山王町,４-１

０２０-８５４３ 岩手県立 杜陵高等学校,岩手県,盛岡市,上田,２-３－１

０２０-８５１５ 岩手県立 盛岡第一高等学校,岩手県,盛岡市,上田,３-２－１

０２０-８５５０ 岩手大学 (本部関係）,岩手県,盛岡市,上田,３-１８－８

０２０-８５５１ 岩手大学 工学部,岩手県,盛岡市,上田,４-３－５

０２０-８７９４ 岩手地域センター,岩手県,盛岡市,中央通,１-１２－７

０２０-８５２２ 岩手労働局,岩手県,盛岡市,盛岡駅西通,１-９番１５号

０２０-８５６６ (株) ＩＢＣ岩手放送,岩手県,盛岡市,志家町,６-１

０２０-８５４４ (株) アイシーエス,岩手県,盛岡市,松尾町,８-１７

０２０-８６３３ (株) 岩手めんこいテレビ,岩手県,盛岡市,本宮,５-２－２５

０２０-８５１２ (株) エフエム岩手,岩手県,盛岡市,内丸,２番１０号－７階

０２０-８５６１ (株) 木津屋本店,岩手県,盛岡市,南大通,２-３－２０

０２０-８５８８ (株) タカヤ,岩手県,盛岡市,本宮,５-５番５号

０２０-８５１３ (株) 東山堂,岩手県,盛岡市,中ノ橋通,１-５－２３

０２０-８５５７ (株) 日専連パートナーズ,岩手県,盛岡市,中ノ橋通,１-１４番２１号

０２０-８５７５ (株) ワイズマン,岩手県,盛岡市,盛岡駅西通,２-９番１号

０２０-８５５３ 協同組合 日専連盛岡,岩手県,盛岡市,中ノ橋通,１-１４－２１

０２０-８５８５ 公益(財) 岩手県予防医学協会,岩手県,盛岡市,北飯岡,４-８番５０号

０２０-８６１０ 国民生活金融公庫 盛岡支店,岩手県,盛岡市,菜園,２-７－２１

０２０-８５２５ ＪＴＢ 盛岡支店,岩手県,盛岡市,内丸,２-５

０２０-８５０８ 全国健康保険協会 岩手支部,岩手県,盛岡市,中央通,１-７－２５

０２０-８５８０ 東京海上日動火災保険 (株) 盛岡支店,岩手県,盛岡市,開運橋通,５-１

０２０-８５２１ 東北電力 (株) 岩手支店,岩手県,盛岡市,紺屋町,１番２５号

０２０-８５２６ 東北電力ネットワーク (株) 岩手支社,岩手県,盛岡市,紺屋町,１番２５号

０２０-８５２７ 東北電力ネットワーク (株) 盛岡電力センター,岩手県,盛岡市,紺屋町,１番２５号

０２０-８５３８ 東北農政局 盛岡地域センター,岩手県,盛岡市,盛岡駅前北通,１番１０号

０２０-８５７３ ななっく (株),岩手県,盛岡市,中ノ橋通,一-６番８号

０２０-８５５５ 日本放送協会 盛岡放送局,岩手県,盛岡市,上田,４-１－３

０２０-８５５８ 東日本電信電話 (株) 岩手支店,岩手県,盛岡市,中央通,１-２－２

０２０-８５８６ 東日本ハウス (株),岩手県,盛岡市,長田町,２-２０

０２０-８５３３ 東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社,岩手県,盛岡市,盛岡駅前通,１－４１

０２０-８５０２ ホーマック (株) 盛岡事務所,岩手県,盛岡市,三本柳,１０－２２－１

０２０-８５０１ 盛岡グランドホテル,岩手県,盛岡市,愛宕下,１-１０

０２０-８５６７ 盛岡市中央御売市場,岩手県,盛岡市,羽場,１０地割１００

０２０-８５１１ 盛岡社会保険事務所,岩手県,盛岡市,松尾町,１７－１３

０２０-８５３０ 盛岡市役所,岩手県,盛岡市,内丸,１２-２

０２０-８５３２ 盛岡市役所 都南総合支所,岩手県,盛岡市,津志田,１４地割３７－２

０２０-８５３１ 盛岡市役所 若園町分庁舎,岩手県,盛岡市,若園町,２-１８

０２０-８５０７ 盛岡商工会議所,岩手県,盛岡市,清水町,１２-１４

０２０-８５６０ 盛岡赤十字病院,岩手県,盛岡市,三本柳,６地割１－１

０２０-８５１８ 盛岡ターミナルビル (株),岩手県,盛岡市,盛岡駅前通,１番４４号

０２０-８５２０ 盛岡地方裁判所,岩手県,盛岡市,内丸,９-１

０２０-８５２３ 盛岡労働基準監督署,岩手県,盛岡市,盛岡駅西通,一-９番１５号

０２０-０１８２ (株) 赤澤紙業,岩手県,盛岡市,みたけ,２-２２－５０

０２０-０１８５ (株) 石田商会,岩手県,盛岡市,上堂,１-１９－５５

０２０-０１９６ (財) 岩手県青少年会館,岩手県,盛岡市,みたけ,３-３８－２０

０２０-０１９８ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター,

０２０-０１９８ 岩手県,盛岡市,下厨川,字赤平４

０２０-０１８７ 菱和建設 (株),岩手県,盛岡市,みたけ,１-６－３０

０２０-０４９６ (株) ベルジョイス乙部センター,岩手県,盛岡市,乙部,５－１４６

０２０-０４９５ 白石食品工業 (株),岩手県,盛岡市,黒川,２３地割７０－１

０２０-８５７０ 岩手県庁,岩手県,盛岡市,内丸,１０-１

０２０-８６２２ 岩手日報社,岩手県,盛岡市,内丸,３－７

０２０-８６６６ (株) 北日本銀行,岩手県,盛岡市,中央通,１-６－７

０２０-８６２０ (株) 三田商店,岩手県,盛岡市,中央通,１-１－２３

０２０-８６８８ (株) 岩手銀行,岩手県,盛岡市,中央通,１-２－３

０２０-８６５５ (株) 川徳,岩手県,盛岡市,菜園,１-１０－１

０２０-８６６７ (株) 熊善商店,岩手県,盛岡市,湯沢,１６地割１５－４

０２０-８６５０ (株) テレビ岩手,岩手県,盛岡市,内丸,２－１０

０２０-８６０６ (株) 東北銀行,岩手県,盛岡市,内丸,３－１

０２０-８６０５ 全国農業協同組合連合会 岩手県本部,岩手県,盛岡市,大通,１-２－１

０２０-８６７２ 第一開明 (株),岩手県,盛岡市,流通センター北,１-１０－５

０２０-８６０１ 東北労働金庫 岩手県本部,岩手県,盛岡市,長田町,６－７

０２０-８６０２ 日本生命保険 相互会社 盛岡支社,岩手県,盛岡市,大通,３-３－１０

０２０-８６４１ 盛岡信用金庫,岩手県,盛岡市,中ノ橋通,１-４－６

０２０-８６７７ 盛岡税務署,岩手県,盛岡市,本町通,３-８－３７

０２８-４１９３ 北日本機械 (株),岩手県,盛岡市,玉山区渋民,字狐沢７０－１

０２８-４１９５ 盛岡市役所 玉山総合事務所,岩手県,盛岡市,玉山区渋民,字泉田３６０-

０２７-８５０２ 岩手県立 宮古病院,岩手県,宮古市,大字崎鍬ケ崎,第１地割１１－２６

０２７-８５０３ 宮古社会保険事務所,岩手県,宮古市,太田,１-７－１２

０２７-８５０１ 宮古市役所,岩手県,宮古市,新川町,２-１

０２２-８５１２ 岩手県立 大船渡病院,岩手県,大船渡市,大船渡町,字山馬越１０－１

０２２-８５０７ 大船渡市農業協同組合,岩手県,大船渡市,大船渡町,字茶屋前１６７－４

０２２-８５０１ 大船渡市役所,岩手県,大船渡市,盛町,字宇津野沢１５

０２２-８５０５ 大船渡水産物商業協同組合,岩手県,大船渡市,大船渡町,字永沢６－１６

０２２-８５０２ 大船渡地方振興局,岩手県,大船渡市,猪川町,字前田６－１

０２２-８５０３ (株） マイヤ,岩手県,大船渡市,大船渡町,字茶屋前１０１

０２２-８５０４ (株) アマタケ,岩手県,大船渡市,盛町,字二本枠５

０２２-８５０８ 鎌田水産 (株),岩手県,大船渡市,赤崎町,字鳥沢１６４－２

０２２-８６０２ 橋爪商事 (株）,岩手県,大船渡市,大船渡町,字欠ノ下向１－１２５

０２５-８５０１ 学校法人 富士大学,岩手県,花巻市,下根子,４５０－３

０２５-８６０２ 花巻 税務署,岩手県,花巻市,材木町,８-２０

０２５-８６０１ 花巻市役所,岩手県,花巻市,花城町,９-３０

０２５-０３９５ 岩手県立 総合教育センター,岩手県,花巻市,北湯口,第２地割８２－１
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０２５-０３９３ (株) 小田島,岩手県,花巻市,空港南,２-１８-

０２５-０３９２ 花巻温泉 (株),岩手県,花巻市,湯本,第１地割１２５

０２５-０３９４ リコーインダストリアルソリューションズ (株) 花巻事業所,

０２５-０３９４ 岩手県,花巻市,大畑,第１０地割１０９-

０２８-０１９２ 花巻市 東和総合支所,岩手県,花巻市,東和町土沢,８区６０

０２４-８５１８ 岩手県立 黒沢尻工業高等学校,岩手県,北上市,村崎野,２４地割１９-

０２４-８５０７ 岩手県立 中部病院,岩手県,北上市,村崎野,１７地割１０-

０２４-８５１０ (株) ジャパンセミコンダクター,岩手県,北上市,北工業団地,６番６号

０２４-８５５５ キオクシア岩手 (株),岩手県,北上市,北工業団地,６番６号

０２４-８５０６ 北上済生会病院,岩手県,北上市,九年橋,３-１５番３３号

０２４-８５０１ 北上市役所,岩手県,北上市,芳町,１-１

０２４-８５２０ 県南広域振興局,岩手県,北上市,芳町,２番８号

０２４-８５１１ さくら野百貨店 北上店,岩手県,北上市,本通り,２-２番１号

０２４-８５１３ 専修大学 北上福祉教育専門学校,岩手県,北上市,鍛冶町,１-３-１

０２４-８５０５ 花巻農業共同組合 北上支店,岩手県,北上市,流通センター,１９番３３号

０２４-０１９４ (株) 鈴木商館 岩手営業所,岩手県,北上市,北工業団地,５-１１

０２４-０１９５ グリンクス (株),岩手県,北上市,北工業団地,５-１６

０２４-０１９２ スリーエムジャパンプロダクツ (株) 岩手事業所,岩手県,北上市,北工業団地,３-１７

０２４-０１９３ 明治製菓 (株) 北上工場,岩手県,北上市,北工業団地,３-３

０２４-０３９２ 北上市役所 和賀庁舎,岩手県,北上市,和賀町横川目,１１地割１６０-

０２８-８０４０ 岩手県立 久慈病院,岩手県,久慈市,旭町,１０地割１番

０２８-８０４２ 県北広域振興局,岩手県,久慈市,八日町,１-１

０２８-８６９６ 久慈市役所 山形総合支所,岩手県,久慈市,山形町川井,８－３０－１

０２８-８０３０ 久慈市役所,岩手県,久慈市,川崎町,１－１

０２８-８０３１ 宮城建設 (株),岩手県,久慈市,新中の橋,４－３５－３

０２８-０３９２ 遠野市 宮守総合支所,岩手県,遠野市,宮守町下宮守,２９地割７７

０２８-０５９２ 遠野市役所,岩手県,遠野市,中央通り,９番１号

０２１-８５０４ 一関教育事務所,岩手県,一関市,竹山町,７-５

０２１-８５０２ 一関社会保険事務所,岩手県,一関市,五代町,８-２３

０２１-８５０１ 一関市役所,岩手県,一関市,竹山町,７-２

０２１-８６０４ 一関税務署,岩手県,一関市,田村町,７-１７

０２１-８５０６ 一関保健所,岩手県,一関市,竹山町,７-５

０２１-８６８７ 岩手日日新聞社 東台センター,岩手県,一関市,東台,１４－３７

０２１-８５７７ おりお (株),岩手県,一関市,八幡町,４－３１

０２１-８５５５ (株) 平野組,岩手県,一関市,竹山町,６-４

０２１-８５４４ (株) 佐原,岩手県,一関市,赤荻,字亀田１４３

０２１-８５０３ 県南広域振興局 一関総合支局,岩手県,一関市,竹山町,７-５

０２１-８５１１ 国立一関工業高等専門学校,岩手県,一関市,萩荘,字高梨南方１０２

０２１-８６１１ 東北日本電気 (株),岩手県,一関市,字柄貝,１

０２１-８５６６ 日本電産コパル (株) 一関工場,岩手県,一関市,赤荻,字宮田５５

０２１-８６３３ (株) 佐々木組,岩手県,一関市,山目,字中野１４０－５

０２９-０１９２ 岩手県立 磐井病院,岩手県,一関市,狐禅寺,字大平１７

０２９-２２９２ 陸前高田市役所,岩手県,陸前高田市,高田町,字鳴石４２－５

０２９-２２９３ 陸前高田市 農業協合組合,岩手県,陸前高田市,高田町,字館の沖１８-

０２６-８５５０ 岩手県立 釜石病院,岩手県,釜石市,甲子町,第１０地割４８３－６

０２６-８５６７ 新日本製鐵 (株) 釜石製鐵所,岩手県,釜石市,鈴子町,２３－１５

０２６-８６８６ 釜石市役所,岩手県,釜石市,只越町,３-９－１３

０２８-６１９３ 岩手県立 二戸病院,岩手県,二戸市,堀野,字大川原毛３８

０２８-６１９５ (株) 菅文,岩手県,二戸市,堀野,字長地７５－４

０２８-６１９８ 二戸市総合福祉センター,岩手県,二戸市,福岡,字八幡下１１-１

０２８-６１９６ 二戸社会保険事務所,岩手県,二戸市,福岡,字川又１８－１６

０２８-６１９２ 二戸市役所,岩手県,二戸市,福岡,字川又４７

０２８-６８９２ 二戸市役所 浄法寺総合支所,岩手県,二戸市,浄法寺町,下前田３７－４

０２８-７１９２ 八幡平市役所,岩手県,八幡平市,大更,第３５地割６２-

０２８-７３９３ 安比高原ゴルフクラブ,岩手県,八幡平市,安比高原,１８０－１

０２８-７３９５ (株) 岩手ホテル＆リゾート,岩手県,八幡平市,安比高原,１１７－１

０２８-７３９２ 八幡平市 松尾総合支所,岩手県,八幡平市,野駄,第１９地割７５

０２８-７３９７ 八幡平市役所,岩手県,八幡平市,野駄,第２１地割１７０-

０２８-７３９４ 八幡平ロイヤルホテル,岩手県,八幡平市,寄木,第１地割５９０－５

０２８-７３９６ ホテル安比グランド,岩手県,八幡平市,安比高原,１１７－１７

０２８-７５９２ 八幡平市 安代総合支所,岩手県,八幡平市,叺田,７０

０２３-８５０１ 奥州市役所,岩手県,奥州市,水沢大手町,１-１

０２３-０４９２ 奥州市 胆沢総合支所,岩手県,奥州市,胆沢南都田,字加賀谷地２７０

０２３-０４９３ (株） 小山製麺,岩手県,奥州市,胆沢小山,字下野中２－５

０２３-１１９２ 奥州市 江刺総合支所,岩手県,奥州市,江刺大通り,１-８

０２９-４２９２ 奥州市 前沢総合支所,岩手県,奥州市,前沢,字七日町裏７１

０２９-４２９３ ジャスコ (株) 前沢店,岩手県,奥州市,前沢向田,２－８５

０２０-０６９１ 岩手県学校生活 協同組合,岩手県,滝沢市,土沢,２２０－５

０２０-０６９３ 岩手県立大学,岩手県,滝沢市,巣子,１５２－５２

０２０-０６９０ いわて生活 協同組合,岩手県,滝沢市,土沢,２２０－３

０２０-０６９８ (株) ミクニ,岩手県,滝沢市,外山,３０９

０２０-０６９２ 滝沢市役所,岩手県,滝沢市,中鵜飼,５５

０２０-０６９４ 盛岡大学,岩手県,滝沢市,砂込,８０８

０２０-０５９３ (株) プリンスホテル 雫石プリンスホテル,岩手県,岩手郡雫石町,,高倉温泉

０２０-０５９６ 盛岡セイコー工業 (株),岩手県,岩手郡雫石町,板橋,６１-１

０２０-０５９５ 雫石町役場,岩手県,岩手郡雫石町,千刈田,５-１

０２０-０５９２ 新岩手農業協同組合 雫石中央支所,岩手県,岩手郡雫石町,町裏,７５-１

０２８-５４９５ 葛巻町役場,岩手県,岩手郡葛巻町,葛巻,第１６地割１－１

０２８-４３９３ 岩手警察署,岩手県,岩手郡岩手町,大字五日市,第１１地割５３-３

０２８-４３９８ 岩手県立 沼宮内高等学校,岩手県,岩手郡岩手町,大字五日市,第１０地割４

０２８-４３９５ 岩手町役場,岩手県,岩手郡岩手町,大字五日市,第１０地割４４

０２８-３３９２ 紫波町役場,岩手県,紫波郡紫波町,紫波中央駅前,二-３-１

０２０-８６６１ (株) 木津屋本店,岩手県,紫波郡矢巾町,流通センター南,１-９－７

０２０-８６８６ (株) 東流社 北東北支店 盛岡営業所,

０２０-８６８６ 岩手県,紫波郡矢巾町,流通センター南,１-９－１７

０２０-８６１１ 岩手繊維 (株),岩手県,紫波郡矢巾町,流通センター南,１-７－１６

０２０-８６１２ エビー (株),岩手県,紫波郡矢巾町,流通センター南,１-６－１６

０２０-８６７８ 東北住建 (株),岩手県,紫波郡矢巾町,流通センター南,３-３－１



０２８-３６９５ 岩手医科大学 附属病院,岩手県,紫波郡矢巾町,医大通,二-１番１号

０２８-３６９７ (株) 昆松,岩手県,紫波郡矢巾町,大字高田,第１１地割３５-４

０２８-３６９４ 学校法人 岩手医科大学,岩手県,紫波郡矢巾町,医大通,一-１番１号

０２８-３６９２ 矢巾町役場,岩手県,紫波郡矢巾町,大字南矢幅,第１３地割１２３

０２９-５６９２ 西和賀町役場 沢内庁舎,岩手県,和賀郡西和賀町,沢内字太田,２地割８１－１

０２９-４５９２ 金ケ崎町役場,岩手県,胆沢郡金ケ崎町,西根,南町２２－１

０２９-４５９３ (株) デンソー 岩手,岩手県,胆沢郡金ケ崎町,西根,森山４-２

０２９-４１９４ 川嶋印刷 (株),岩手県,西磐井郡平泉町,平泉,字佐野原２１

０２９-４１９５ 中尊寺,岩手県,西磐井郡平泉町,平泉,字衣関２０２

０２９-４１９２ 平泉町役場,岩手県,西磐井郡平泉町,平泉,字志羅山４５－２

０２９-２３９６ 住田町役場,岩手県,気仙郡住田町,世田米,字川向９６－１

０２８-１１９２ 大槌町役場,岩手県,上閉伊郡大槌町,新町,１-１

０２８-１３９２ 山田町役場,岩手県,下閉伊郡山田町,八幡町,３－２０

０２７-０５９５ 岩泉町役場,岩手県,下閉伊郡岩泉町,岩泉,字惣畑５９－５

０２８-８３９２ 普代村役場,岩手県,下閉伊郡普代村,第９地割,字銅屋１３－２

０２８-７９９５ 洋野町役場,岩手県,九戸郡洋野町,種市,第２３地割２７




