
０１０-８５０６ 秋田拠点センターアルヴェ,秋田県,秋田市,東通仲町,４番１号

０１０-８５８０ 秋田県教育委員会 秋田県教育庁,秋田県,秋田市,山王,３-１－１

０１０-８５７２ 秋田県庁 第二庁舎,秋田県,秋田市,山王,３-１番１号

０１０-８５６０ 秋田市役所,秋田県,秋田市,山王,１-１－１

０１０-８５３０ 秋田ステーションビル (株),秋田県,秋田市,中通,７-２－１

０１０-８５４３ 秋田大学医学部附属病院,秋田県,秋田市,広面,字蓮沼４４番２

０１０-８５０４ 秋田地方・家庭・簡易裁判所,秋田県,秋田市,山王,７-１－１

０１０-８６２２ 秋田南税務署,秋田県,秋田市,中通,５-５－２

０１０-８５７７ 医療法人 明和会 中通総合病院,秋田県,秋田市,南通みその町,３-１５

０１０-８５１８ (株) 秋田ト一屋,秋田県,秋田市,南通築地,１５－３６

０１０-８５２０ (株) 相場商店,秋田県,秋田市,楢山登町,１-２０

０１０-８５６４ (株） シグマ ソリューションズ,秋田県,秋田市,卸町,３-４番１号

０１０-８５０５ (株) そごう・西武 西武秋田店,秋田県,秋田市,中通,２-６番１号

０１０-８５１１ (株) メディセオ,秋田県,秋田市,卸町,４-９番５号

０１０-８５３３ 学校法人 聖霊学園,秋田県,秋田市,南通みその町,４－８２

０１０-８５１５ 学校法人 ノースアジア大学,秋田県,秋田市,下北手桜,字守沢４６番１

０１０-８５０２ 国立大学法人 秋田大学,秋田県,秋田市,手形学園町,１-１

０１０-８５０７ 全国健康保険協会 秋田支部,秋田県,秋田市,旭北錦町,５－５０

０１０-８５５８ 全国農業協同組合連合会 秋田県本部,秋田県,秋田市,八橋南,２-１０番１６号

０１０-８５５０ 東北森林管理局,秋田県,秋田市,中通,５-９－１６

０１０-８５８８ 東北電力ネットワーク (株) 秋田電力センター,

０１０-８５８８ 秋田県,秋田市,中通,２-１番１１号

０１０-８５６５ 日本年金機構 秋田年金事務所,秋田県,秋田市,保戸野鉄砲町,５-２０

０１０-８５０１ 日本放送協会 秋田放送局,秋田県,秋田市,東通仲町,４-２

０１０-８５７４ 東日本電信電話 (株) 秋田支店,秋田県,秋田市,中通,４-４番４号

０１０-８５２５ 明桜高等学校,秋田県,秋田市,下北手桜,字守沢８-１

０１０-０１９５ 公立大学法人 秋田県立大学,秋田県,秋田市,下新城中野,字街道端西２４１－４３８

０１０-１２９２ 公立大学法人 国際教養大学,秋田県,秋田市,雄和椿川,字奥椿岱１９３-２

０１０-１４９３ 日本赤十字秋田看護大学,秋田県,秋田市,上北手猿田,字苗代沢１７-３

０１０-１４９２ 日本赤十字秋田短期大学,秋田県,秋田市,上北手猿田,字苗代沢１７-３

０１０-８５７０ 秋田県庁,秋田県,秋田市,山王,４-１－１

０１０-８６７８ 秋田ゼロックス (株),秋田県,秋田市,川尻町,字大川反１７０－９２

０１０-８６６８ 秋田テレビ (株),秋田県,秋田市,八橋本町,３-２－１４

０１０-８６５５ (株) 秋田銀行,秋田県,秋田市,山王,３-２－１

０１０-８６０１ (株) 秋田魁新報社,秋田県,秋田市,山王臨海町,１－１

０１０-８６１１ (株) 秋田放送,秋田県,秋田市,山王,７-９－４２

０１０-８６７７ (株) 北都銀行,秋田県,秋田市,中通,３-１－４１

０１０-８６３３ 商工組合 中央金庫 秋田支店,秋田県,秋田市,中通,２-４－１９

０１０-８７９４ (株) ゆうちょ銀行 秋田地域センター,秋田県,秋田市,中通,２-２番１５号

０１１-８５８５ 秋田海陸運送 (株),秋田県,秋田市,土崎港西,２-５－９

０１１-８５７７ 秋田北税務署,秋田県,秋田市,土崎港中央,６-９-１３号

０１１-８５１１ 秋田工業高等専門学校,秋田県,秋田市,飯島文京町,１-１

０１１-８５１０ 秋田住友ベーク (株),秋田県,秋田市,土崎港相染町,字中島下２７－４

０１１-８５５５ 秋田製錬 (株),秋田県,秋田市,飯島,字古道下川端２１７－９

０１１-８５０１ (株) ホテル大和,秋田県,秋田市,土崎港中央,１-６－３３

０１１-８６８６ (株) 秋田銀行 土崎支店,秋田県,秋田市,土崎港中央,３-３－１１

０１１-８６０５ (株) 北都銀行 土崎支店,秋田県,秋田市,土崎港中央,１-１６－３７

０１１-８５２０ 誠文社,秋田県,秋田市,寺内,字イサノ１３４ノ１

０１１-８６１１ 陸上自衛隊 秋田駐屯地,秋田県,秋田市,寺内,字将軍野１

０１９-２６９２ 秋田市河辺市民センター,秋田県,秋田市,河辺和田,字北篠ヶ崎３８-２

０１６-８５０１ 能代市役所,秋田県,能代市,上町,１-３

０１６-８６０１ 能代税務署,秋田県,能代市,末広町,４－２０能代合同庁舎

０１６-８５５５ 山本地方部 県民室,秋田県,能代市,御指南町,１-１０

０１６-８６０２ (株) 秋田銀行 能代駅前支店,秋田県,能代市,畠町,１１－１８

０１８-３１９２ 能代市役所 二ツ井町庁舎,秋田県,能代市,二ツ井町,字上台１－１

０１３-８５０２ 秋田県平鹿地域振興局,秋田県,横手市,旭川,１-３番４１号

０１３-８５０３ 秋田県平鹿地域振興局 福祉環境部,秋田県,横手市,旭川,１-３番４６号

０１３-８５０１ 日本電信電話 (株) 横手支店,秋田県,横手市,大町,６-１６

０１３-８５９２ ユニシアジェーケーシーステアリングシステム (株) 秋田工場,

０１３-８５９２ 秋田県,横手市,安本,字下御所野１－２

０１３-８６０９ 横手公共職業安定所,秋田県,横手市,旭川,１-２番２６号

０１３-８５０４ 横手税務署,秋田県,横手市,旭川,１-５番８号

０１３-０４９８ 秋田睦合成 (株),秋田県,横手市,大雄,字高津野１７５

０１３-８６０２ 市立 横手病院,秋田県,横手市,根岸町,５番３１号

０１３-８６０１ 横手市役所,秋田県,横手市,前郷,字下三枚橋２６９-

０１９-０７９３ ＪＵＫＩ電子工業 (株),秋田県,横手市,増田町増田,字石神西７０

０１９-０７９２ 横手市役所 増田地域局,秋田県,横手市,増田町増田,字土肥館１７３

０１７-８５１０ いとく大館ショッピングセンター,秋田県,大館市,御成町,３-７－５８

０１７-８６８６ 大館 税務署,秋田県,大館市,赤館町,２-１６

０１７-８５５５ 大館市役所,秋田県,大館市,字中城,２０

０１７-８５５０ 大館市立総合病院,秋田県,大館市,豊町,３－１

０１７-８５８５ 秋北バス (株),秋田県,大館市,御成町,１-１１－２５

０１７-８５６７ 日本政策金融公庫 大館支店,秋田県,大館市,御成町,２-３－３８

０１８-３５９６ 秋田共同乳業 (株),秋田県,大館市,岩瀬,字上軽石野３８の１

０１８-３５９５ 大館市役所 田代総合支所,秋田県,大館市,早口,字上野４３－１

０１８-３５９３ (株) 田代製作所,秋田県,大館市,岩瀬,字大柳上野２８番１

０１８-３５９２ (株) 日本オート電子工業,秋田県,大館市,岩瀬,字羽貫谷地山下１-１

０１８-５７９２ 大館市役所 比内総合支所,秋田県,大館市,比内町扇田,字新大堤下９３－６

０１８-５７９３ 大館市立 扇田病院,秋田県,大館市,比内町扇田,字本道端７－１

０１０-０４９３ 秋田県男鹿市役所若美庁舎,秋田県,男鹿市,角間崎,字家ノ下４５２-

０１０-０５９５ 男鹿市役所,秋田県,男鹿市,船川港船川,字泉台６６－１

０１２-８５１１ 秋田県醗酵工業 (株),秋田県,湯沢市,深堀,字中川原１２０－８

０１２-８５０２ 湯沢 税務署,秋田県,湯沢市,大工町,２－３２

０１２-８５０１ 湯沢市役所,秋田県,湯沢市,佐竹町,１－１

０１２-８６５１ (株) 丸大工機商会,秋田県,湯沢市,千石町,４-２－５０

０１２-８６０４ (株) 秋田銀行 湯沢支店,秋田県,湯沢市,柳町,２-１－４８

０１２-８６０１ (株) 皆常商店,秋田県,湯沢市,表町,２-５－２３

０１８-５２９２ 鹿角市役所,秋田県,鹿角市,花輪,字荒田４－１
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０１５-８５８５ 秋田県立 本荘高等学校,秋田県,由利本荘市,陳場岱,６

０１５-８５４３ 秋田県立 由利高等学校,秋田県,由利本荘市,川口,字大鞁森７

０１５-８５３０ 秋田県立由利工業高等学校,秋田県,由利本荘市,石脇,田尻３０

０１５-８５０５ 秋田社会保険事務局 本荘事務所,秋田県,由利本荘市,表尾崎町,２－２１

０１５-８５１０ 秋田プリマ食品 (株),秋田県,由利本荘市,石脇,赤兀１

０１５-８５６７ 医療法人 青嵐会 (本荘第一病院）,秋田県,由利本荘市,岩渕下,１１０

０１５-８５５８ (株) 秋田新電元本社 大浦工場,秋田県,由利本荘市,大浦,字上谷地１１４－２

０１５-８５５５ 佐藤病院,秋田県,由利本荘市,小人町,１１７－３

０１５-８６２２ 本荘税務署,秋田県,由利本荘市,給人町,１７

０１５-８５１１ 由利組合総合病院,秋田県,由利本荘市,川口,家ノ後３８

０１５-８５１５ 由利地域振興局,秋田県,由利本荘市,水林,３６６

０１５-８５０１ 由利本荘市役所,秋田県,由利本荘市,尾崎,１７

０１５-０２９５ 由利本荘市 東由利総合支所,秋田県,由利本荘市,東由利老方,字橋脇１１２

０１５-８６６６ 医療法人 荘和会（菅原病院・老人保険施設荘和）,秋田県,由利本荘市

０１５-８６０１ 羽後信用金庫,秋田県,由利本荘市,大町,３２

０１５-８６８８ 長田建設 (株),秋田県,由利本荘市,石脇,字田頭２０８－２

０１５-８６１１ (株) 秋田銀行 本荘支店,秋田県,由利本荘市,大町,３５

０１５-８６０２ (株) 北都銀行 本荘支店,秋田県,由利本荘市,裏尾崎町,５１－２

０１５-８６８６ 小林工業 (株),秋田県,由利本荘市,石脇,字赤兀１－３７２

０１５-８６３０ 村岡建設工業 (株),秋田県,由利本荘市,一番堰,１８１

０１５-８６４２ 由利本荘市ガス水道局,秋田県,由利本荘市,表尾崎町,５

０１８-０６９２ 由利本荘市役所 西目総合支所,秋田県,由利本荘市,西目町沼田,字弁天前４０－６１

０１８-０７９５ 由利本荘市役所 大内総合支所,秋田県,由利本荘市,岩谷町,字日渡１００

０１８-１３９３ 独立行政法人 国立病院機構 あきた病院,

０１８-１３９３ 秋田県,由利本荘市,岩城内道川,字井戸ノ沢８４-４０

０１８-１３９２ 由利本荘市 岩城総合支所,秋田県,由利本荘市,岩城内道川,字新鶴潟５０

０１８-１５９５ 潟上市役所 飯田川庁舎,秋田県,潟上市,飯田川下虻川,字八ツ口７０

０１４-８６１１ 大曲税務署,秋田県,大仙市,大曲上栄町,９番４号

０１４-８５０１ (株) タニタ秋田,秋田県,大仙市,堀見内,字下田茂木添２８－１

０１４-０２９２ 大仙市役所 中仙総合支所,秋田県,大仙市,北長野,字茶畑１４１

０１４-８６０１ 大仙市役所,秋田県,大仙市,大曲花園町,１－１

０１９-１６９２ 大仙市 太田総合支所,秋田県,大仙市,太田町太田,字新田田尻３－４

０１９-２１９２ 大仙市役所 西仙北総合支所,秋田県,大仙市,刈和野,字本町５-

０１９-２４９２ 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

０１９-２４９２ 秋田県,大仙市,協和上淀川,字五百刈田３５２

０１８-３３９３ 秋田県 北秋田地域振興局,秋田県,北秋田市,鷹巣,字東中岱７６－１

０１８-３３９２ 北秋田市役所,秋田県,北秋田市,花園町,１９番１号

０１８-４３９２ 北秋田市役所 森吉支所,秋田県,北秋田市,米内沢,字七曲２３

０１８-４６９３ 阿仁スキー場,秋田県,北秋田市,阿仁高津森,

０１８-４６９２ 北秋田市役所 阿仁支所,秋田県,北秋田市,阿仁銀山,字下新町４１－１

０１８-０４９２ にかほ市役所 仁賀保庁舎,秋田県,にかほ市,平沢,字鳥ノ子渕２１

０１８-０１９２ にかほ市役所 象潟庁舎,秋田県,にかほ市,象潟町,字浜ノ田１

０１８-０４９３ ＴＤＫ (株) 秋田地区,秋田県,にかほ市,平沢,字画書面１５

０１４-０３９３ 秋田県立 角館高等学校,秋田県,仙北市,角館町細越町,３７

０１４-０３９２ 仙北市役所 角館庁舎,秋田県,仙北市,角館町,中菅沢８１-８

０１４-０３９４ 仙北市立 角館総合病院,秋田県,仙北市,角館町,上野１８

０１４-０５９２ 仙北市役所 西木庁舎,秋田県,仙北市,西木町上荒井,字古堀田４７

０１４-１１９２ (株) わらび座,秋田県,仙北市,田沢湖卒田,字早稲田４３０

０１４-１２９８ 仙北市役所 田沢湖庁舎,秋田県,仙北市,田沢湖生保内,字宮ノ後３０

０１７-０２９２ 小坂町役場,秋田県,鹿角郡小坂町,小坂,字尾樽部３７の２

０１７-０２９３ タナックス (株）,秋田県,鹿角郡小坂町,小坂,字五十刈５－３

０１８-４４９４ 上小阿仁村役場,秋田県,北秋田郡上小阿仁村,小沢田,字向川原１１８

０１８-２４９８ 三種町役場,秋田県,山本郡三種町,鵜川,字岩谷子８

０１８-１７９３ 秋田信用金庫 五城目支店,秋田県,南秋田郡五城目町,字下タ町,６４

０１８-１７９２ 五城目町役場,秋田県,南秋田郡五城目町,西磯ノ目,１-１－１

０１８-１６９２ 八郎潟町役場,秋田県,南秋田郡八郎潟町,字大道,８０

０１８-１５９６ 井川町役場,秋田県,南秋田郡井川町,北川尻,字海老沢樋ノ口７８－１

０１０-０４９２ あきたこまち生産者協会,秋田県,南秋田郡大潟村,字西,４-８８

０１０-０４９４ 大潟村役場,秋田県,南秋田郡大潟村,字中央,１－１

０１９-１３９７ (株) ヤマダフーズ,秋田県,仙北郡美郷町,野荒町,字街道ノ上２７９




