
（有）アールエス ＩＨＭ開発工業 アイエーネットワーク（株）

アイテクニクス販売（株） 青い森信用金庫弘前支店 青女子堰土地改良区

（株）青森銀行 弘前支店 （社）青森県トラック協会・弘前支部 青森県農村工業農業協同組合連合会

青森県りんご共販協同組合 青森県りんご商業協同組合連合会 青森昭和産業（株）

青森東新コンクリート工業（株） 青森トヨペット（株） 弘前堅田店 青森木材高次加工協同組合

青森ヤクルト販売(株)弘前営業所 （株）青森読売プリントメディア 青森リンゴ加工（株）

青森りんご輸出協同組合 青森ロードサービス （株）アキモト製麺

（株）あけぼの建設 （株）朝日会館 アサヒ建設（株）

（株）あさひほうむ （株）アステックコーポレーション東北 青森工場 （株）アピール

（株）アブソルト （株）アペック 津軽営業所 阿保設備工業（株）

荒木塗装工業所 （有）安全モーターズ （株）石岡光学 福田悦子

（有）石岡重機 石川自動車整備工場 （株）石郷岡

（株）石沢工業 （有）石戸谷商会 （有）石戸谷板金

（有）イズミ精機 一戸米穀店 一力そば

（有）伊藤整備 （有）いとう電気工事 猪股建設（株）

イマジン（株） （株）岩木水道 （株）ヴェルデイ機工

梅原歯科医院 エイトウイング(株) エクシオ･エンジニアリング東北（株）

（株）越前屋漆商店 （有）エポックス 大井商店

オーケー製菓（株） （有）大阪屋 太田建設（株）

(株)大鰐食品加工 大鰐スキースクール事務局 （有）小笠原乳品運送

（有）小山内機器 （株）小山内組 長内幸之修

（有）小山内重整備 小山内農園 おさない農園

（株）小山内バッテリー社 （有）長見建設 （株）小田桐板金工業所

音羽電機工業（株）弘前工場 農事組合法人 鬼楢営農組合 （有）小野印刷所

（株）小山田建設 尾張圭吾 （株）カーテクノ弘前

介護老人保健施設 鳥井野荘 開成技術（株） かがや食品（株）

（株）角長 （株）角弘 弘前支店 （株）かくみつ食品

カサイ建装（株） （株）かさい材木店 （株）葛西塗装興業所

（有）架設技建 （株）片山組 学校法人明の星学園 明の星幼稚園

学校法人弘前文化学院 文化幼稚園 （株）かどや （株）兼建興業

カネショウ（株） 金田商店 金田信一

金田新弥 （有）カネヨ商事 （株）鎌田建設

（有）鎌田屋商店 上北農産加工農業協同組合弘前支所 亀谷内装

（有）川部交通 （有）川村精肉店 環境保全（株）

菅野精機（株） （株）菊池商店 （株）菊池薬店

キタエアップル（株） 貴田組 （株）キタコン

（有）北日本イーエックス （有）北日本設備サービス 木村組

木村東幸 木村則彦 木村洋一

キヤノンプレシジョン（株） 協業組合 弘前車検センター 協同組合 津軽エルピーガス保安センター

（株）共同設備 （株）共同生コン 共立寝具（株）

共立設備工業（株） 共和コンクリート工業（株） 旭松堂（有）

（有）櫛引運送 （株）櫛引商店 工藤組

（有）工藤建材 （株）工藤工務所 （株）工藤酸素店

工藤建具 工藤 勉 （有）工藤舞台製作所

（有）熊谷鉄工 （株）クロベ （株）ケーオーハウジング

ケンダン（株） （株）小泉製作所大鰐工場 興産設備工業（株）

弘伸自動車（有） （有）弘青鉄工建設 弘成舗装（株）

（株）弘善商会 （有）弘中重機 （株）弘都電気



（株）弘南運輸 弘南観光開発（株） 弘南建設（株）

弘南鉄道（株） 弘南バス（株） （株）弘美堂

弘和建設（株） 小枝タイル工業所 （株）コーサイ

（有）ゴールド農園 ゴールドパック（株） （株）コバヤシ

小林ホンダ（株） こひつじ保育園 （有）小堀綜合鉄工所

（株）小松塗装工業 （株）サイキ （株）齋藤建設

（有）斎藤工業 齊藤農園 齊藤充弘 斉藤博重

齊藤美樹 斉藤利里子 （株）サイユー

（有）佐伯デンキ （株）桜温泉 （有）さくら交通

（有）桜庭工務店 （有）佐々木工務所 （有）ササヌマ産業

（株）佐藤環境機器 （有）佐藤組 （有）佐藤製作所

（株）佐藤千組 （株）佐藤惣建設 （株）佐藤惣砕石

（有）佐藤板金工業 佐藤輪業（株） （株）三印白藤商店

（株）三共 三共建設（株） （株）産交

三幸（株） 三光化成（株）弘前工場 三忠食堂

（株）サンデー 弘前店 （株）三友資工 （株）三陽美研

（株）ＧＨ 自衛隊青森地方協力本部     弘前地区援護センター （株）しかないせんべい

柴谷鉄工所 （有）シミズ （有）清水製作所

社会福祉法人 三友会 みつば保育園 社会福祉法人伸栄会若草保育園 社会福祉法人中野共愛会 なかの保育園

社会福祉法人抱民舎であいの家あうん 社会福祉法人北光会 大鰐ホーム 社会福祉法人 ほほえみ

（有）車体特装 シャトレ（有） （株）住光建業

住宅型有料老人ホーム赤い花 （株）ＳＨＵＮＥＩ （有）城栄産業

障害者支援施設 三和の里 城東電気（株） 城東保育園

城南工機（株） （有）城南緑化 白神酒造（株）

（有）白川林産 （有）白鳥農機具店 （有）白戸建設

（有）新栄工業 （有）新弘前オートセンター 新福舟（株）

（有）新和印刷 （株）スコーレ （株）鈴木組

（株）Ｓnow proud 生活協同組合コープあおもり （有）青弘工業

誠心工業 （株）青南エクスプレス （株）青南エンジニア

（株）青南商事 （株）青南商事 浪岡工場 清野果樹園

（有）青和食品 （株）セーフティテック （株）セーフティロード

ゼネレールホームサービス（株） （株）センチュリーテクノコア （一財）全日本労働福祉協会

（株）相馬建鐵 相馬村農業協同組合 （株）第一空調

（株）第一ビル管理センター 大輝建設（有） （株）大心 中井薬品

（株）大東電気商会 （株）太平洋画房 ダイヘン青森（株）

大坊運送（株） （株）タイヤセンター泉谷 高木りんご商店

高砂食品（株） （有）高橋建設 （株）高橋設備工業所

(株)竹内塗装 嶽開発（株） （有）竹嶋有機農園

（株）竹浪板金店 （有）タケヤ 田澤工業（株）

（有）舘山建築工業 （株）タナックス弘前支店 （有）種市板金工作所

田原小児科医院 （株）タムロン青森工場（浪岡サイト） （株）タムロン青森工場（弘前サイト）

丹代製材所 （株）地下テクノ （株）ちとせフーズ

ちとせ幼保園 （有）千葉ブロック工業 中央設備工業（株）

中弘南黒建設協会 中南農村整備建設協会 （株）津軽衛生公社

（株）津軽カントリークラブ 津軽警備保障（株） 津軽高原ゴルフ場

つがる食品（株） 東日流青果（株） つがる弘前農業協同組合

津軽保健生活協同組合 津軽味噌醤油（株） （有）土谷工務所

（有）常富商店 （株）つるや DMノバフォーム（株）



（株）テクニカル テフコ青森（株） 寺崎タイヤ（株）

テルイ製作工業 天馬（株）弘前工場 （株）デンユウ

（有）東奥ガス圧接 （有）東奥基礎 （株）東奥浄化センター

東奥信用金庫 （有）東海建設 （株）東管サービス

（有）東健運輸 東光産業（株）青森支店 東弘電機（株）

東北化学薬品（株） 東北システム（株） 一般財団法人 東北電気保安協会弘前事業所

東北電業（株） 東北電力ネットワーク（株）弘前電力センター 東北電力（株）弘前営業所

（有）東北ビルプラン （株）東北舗装 東北容器工業(株) 弘前営業所

（有）東北ルーフ （有）東洋美装 （有）東和建設

東和電機工業（株） （株）トーソー弘前支店 特別養護老人ホーム松山荘

特別養護老人ホームゆうゆう荘 （株）鳶司組 トヤマ農材（株）

（株）豊田工業 （株）永澤興業 （株）中三 弘前店

（株）中村産業青森工場 （株）中村醸造元 中村弘前（株）

中山青果（株） 成商ビル管理（株） 成田自動車整備工場

（株）鳴海紙店 鳴海由明 （有）二唐刃物鍛造所

（有）西沢板金工業 （株）西村組 (株)西村りんご園

ニッカウヰスキー（株）弘前工場 日興運輸（株） 日東産業（株）

日本通運（株）弘前支店 日本果実加工（株） 日本パルスモーター（株）

日本フードパッカー津軽(株) （株）日本マイクロニクス （有）乳井建築塗装

農事組合法人 アップルプロセシング （株）ノースジャパン （有）野呂工業

萩原乳業（株） （株）羽沢建設 弘前出張所 （株）長谷川建設

（株）長谷川鉄工 （株）花田建設 花田建設工業（株）

原ヶ平りんご生産出荷組合 （株）原子重機 張山電氣（株）

バンドーウエルフェアグループ（株） 東日本旅客鉄道（株）弘前駅 （有）光電設

（株）光美容化学 樋口総業 （株）平賀ハイヤー

（株）平澤建窓 弘果 弘前中央青果（株） 弘前運送（株）

弘前衛生企業組合 弘前大清水ホーム ヒロサキ音響（株）

弘前ガス（株） （株）弘前ガス商事 （有）弘前貨物

（公社）弘前観光コンベンション協会 弘前管工事業協同組合 （有）弘前経営会計社

弘前建材（株） 弘前建設業協会 弘前光学レンズ（株）

弘前航空電子（株） 弘前コンクリート工業所 （一社）弘前市医師会

（一財）弘前市みどりの協会 （株）弘前浄化槽センター 弘前商工会議所

弘前商事（株） 弘前城東製袋（株） 弘前倉庫（株）

弘前総合車輛（株） 弘前地区環境整備事務組合 弘前地区電気工事業協同組合

弘前地区溶接協会 弘前地方森林組合 弘前電気工事（株）

弘前電通工業（株） （有）弘前ネオン （株）弘前燃料

弘前八紘（株） 弘前北部土地改良区 弘前マツダ自動車（株）

（株）弘前丸魚 弘前銘醸（株） 弘前りんご商業協同組合

（有）弘青さく泉工業所 （有）ファイン工業 ブーランジュリーイシタ㈱

フォレストアシスタント 羽賀 福田道路（株）弘前営業所 （株）不二安全装具

富士建設（株） （株）藤光 （株）フジコーポレーション 不二やホテル

藤崎りんご商業協同組合 （株）富士商会 （株）藤田物産商会

（株）藤林商会 フジプラント（株） 藤村機器（株）

（株）フジモーターズ （株）藤本農務商会 （株）仏壇川村

ブナコ（株） （有）プリンス光学 （株）古川アルミ

（有）古川組 （有）平成糧穀 （有）平和運輸

ペットサロン Ｒubee （有）包装システム （株）ホクエツ東北 弘前工場

（有）北進ガス圧接工業 北星交通（株） 北星自動車整備（株）



（株）北大 （株）ホクテツ青森工場 北都ビル総合管理（有）

（一財）星と森のロマントピアそうま （株）ホテル ニューキャッスル ボニー薬品（株）

（株）堀江組 （有）堀川電機商会 本間工務店

（株）前山組 （有）蒔苗建業 （有）桝形運送

（株）松尾 まつば保育園 （株）松緑酒造

（有）松山電設 （有）マルイ板金工業所 丸運 十和田運送（株） 弘前営業所

丸勘建設（株） （有）マル先 先崎林業 マルサダ板金工業所

（有）丸昌福士 （有）マルスケ・インクス （株）マルノ建築設計

マルハナ軽運送 （株）丸船青果 マルマンサクセス(株)

マルマン精密（株） （有）丸光 小田桐組 （有）丸美津興業

（株）丸祐運送 マルワ小型運送（有） （株）三浦組

（有）三浦工業 （有）三浦造園 （株）三上重機建設

（合）三上ホープモーター商会 （株）mizuiro architects （株）水木工務店

（株）みちのく銀行 弘前営業部 (株)みちのくクボタ 青森事務所 みちのくコカ・コーラ・ボトリング（株）弘前営業所

（株）みちのくジーンズ 弘前工場 （株）みちのくジーンズ 本社工場 （有）みちのく電気工業

（有）みつばドライ 皆川自動車整備（有） 皆川自動車ボデー製作所

（株）南建設 （株）みらいセキュリティサービス （株）陸奥新報社

棟方建築工務所 （有）棟方工業 （株）村上組

（株）メディラ （株）ヤスタケ 薮きん

山内自動車整備工場 山内石材店 （有）山形商店

山上貞行 （株）山健 （株）山武

やまと印刷（株） （有）山のホテル （有）山本建設

山弥 赤川商店 （株）山祐野呂商店 （株）ユアテック弘前営業所

UTエイム（株） 北上キャリアセンター ＵＤトラックス（株）弘前カスタマーセンター 勇北交通（株）

夢工房 円 （有）ゆめりんご （有）横山土木

（有）ヨコヤマ堀江工務所 吉川建設（株） （株）吉川広告

（株）吉田産業 弘前支店 （有）よつば管工 （有）よつば工業

（株）ラグノオささき （株）ランバーテック工業 ルーキス（株）

（一財）黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター ローソン弘前泉野店 ローソン弘前大清水店

ローソン弘前川先一丁目店 ローソン弘前健生病院店 ローソン弘前紺屋町店

六花酒造（株） （株）ワークス （株）ワーロック

（株）ワコーファッション （有）渡部左官工業 和電工業（株）

（有）和仁製作所


