
※50音順

認定
番号

事業所名 住所

944 （株）アークスむつ 大字田名部字前田11番地6

613 愛心堂 柳町四丁目6番17号

696 I’’ll(アイル) 大平町10番7号

371 青い森信用金庫　大湊支店 大湊浜町8番4号

364 青い森信用金庫　下北営業部 柳町一丁目4番3号

849 (株)アオカツ 大曲二丁目219番地1

362 あおぎんリース(株)　むつ支店 新町28番17号

358 (株)青森銀行　大湊支店 大湊新町1番1号

357 (株)青森銀行　むつ支店 本町2番11号

368 青森県信用組合　大畑支店 大畑町新町63番地3

380 青森県信用組合　川内支店 川内町川内296番地2

360 青森県信用組合　むつ営業部 柳町一丁目1番10号

463 赤松行政書士事務所 新町8番22号 2階

971 昭洋丸

782 (株)アクアデザインサトウ 金曲一丁目16番18号　エコハイツA号

986 アトムスプランニング　ケア・サポート　マデニィ 柳町一丁目9番7号

635 あべファーム

636 (株)A-berry 大畑町中島105番地40

932 あんしんSafety保険（株） 新町13番34号

888 (株)家守 横迎町一丁目19番10号

860 (有)池田内装 大畑町本町199番地5

390 磯沼建設(株) 若松町2番45号

758 板井農園

703 いなり診療所 川内町銀杏木35番地1

1001 イワタニセントラル東北(株)むつ営業所 大字田名部字寺崎ノ内北女舘11番地102

966 (有)上野電業 大畑町湊村159番地88

794 (株)エージェントしもきた 海老川町10番22号

809 エヌアイ(株) 田名部町5番13号

512 えびす屋 中央一丁目12番16号

903 (有)エムケイヴィンヤード 川内町川代1番地6

748 えんけ屋 脇野沢本村227番地　流通センター内

716 合同会社　OMGネットワーク 大字奥内字金谷沢1番地372

529 (株)太田保険事務所 大湊新町17番1号

627 O.T.O企画 本町4番4号

777 (有)オートギャラリー 赤川町23番1号

781 オートボディ栄進自動車 大字田名部字頭梨子6番地8

988 (株)大畑企画 大畑町中島108番地63



認定
番号

事業所名 住所

994 大畑町漁業協同組合 大畑町湊村191番地

1021 大畑町商工会 大畑町新町84番地

559 大畑谷印刷 大曲二丁目13番42号

629 (株)大湊精電社 大湊新町8番5号

772 大湊ホタテセンター 大湊新町8番4号

622 大山建工社 川内町桧川稲沢9番地4

541 小笠原畜産(株)

928 小川鉄工所 大畑町中島96番地47

898 奥川春美行政書士事務所 金曲二丁目3番23号

783 奥島新聞店 松山町1番11号

749 奥野商店 大畑町湯坂下9番地3

802 (有)奥村商店 大字奥内字中道12番地1

808 (有)小田切石材 仲町15番8号

908 小野電気 大字田名部字土手内74番地1167

738 (株)折舘 赤川町16番18号

832 学修塾 新町10番25号

724
学習塾・そろばん・パソコンスクール
イエローハウス

川内町田野沢165番地1

768 （株）カナハマミート 南赤川町7番18号

877 (株)要興行 柳町三丁目10番55号

693 (株)金入むつ営業所 新町27番9号

653 蒲建材 大字田名部字上川32番地370

819 川内漁業協同組合 川内町川内無番地

746 (株)川内魚類 川内町中道76番地16

599 (株)川内水産 川内町中道46番地2

861 (有)カワシタ電業 中央二丁目21番1号

954 元悠丸

302 (株)菊池商会 横迎町二丁目17番50号

367 北村電装サービス 横迎町二丁目6番36号

437 協同印刷工業(株) 金曲一丁目15番8号

1004 (株)金亀水産 大畑町湊村189番地33

624 櫛引亮建築設計事務所 中央二丁目20番7号

998 工藤板金 大平町1番40号

407 (株)熊谷建設工業 中央一丁目5番7号

406 (株)熊谷建設工業　整備部 中央二丁目1番1号

405 (株)熊谷建設工業　石油部 中央一丁目5番7号



認定
番号

事業所名 住所

867 公文式　上川町教室 上川町3番24号

968 黒潮丸

972 幸運丸

969 53のぞみ丸

936 小鳥孝之ギター教室 新町31番9号

542 齊藤工建 大字田名部字前川目5番地5

835 サウンドM 大畑町水木沢393番地

894 坂下電気工事 横迎町二丁目8番3号

682 さくら歯科 緑町23番2号

880 (株)佐々木博盛堂むつ営業所 緑町18番55号

601 サトウスポーツ 文京町26番20号

300 (株)佐藤石油商会 大畑町松ノ木152番地1

904 佐藤鉄工所 南町4番80号

473 (有)佐藤政商店 横迎町一丁目5番9号

784 (株)SAMUSPI 山田町36番1号

836 沢田商会 大畑町湯坂下104番地60

382 (有)サンアイ地所 新町10番23号

974 3号10号福亀丸

902 (有)サンマモルワイナリー 川内町川代1番地6

5 ＪＫウェルネス 真砂町8番8号

812 J・K運転代行社 柳町一丁目9番15号

707 自然食ねっと(株) 大畑町新町65番地2

708 自然食ねっと青森(株) 大畑町本門寺前8番地

981 児童デイサービスあおぞら 中央二丁目30番4号

765 品川建築 大平町20番12号

930 下北移送サービス 大畑町本町37番地1-2

691 下北観光案内所 下北町4番3号

475 下北人材サポート 下北町14番12号

692 (一社)しもきたTABIあしすと　事務局 中央一丁目8番1号

990 下北地方　森林組合 金谷一丁目2番32号

814 (有)下北鉄筋 松山町26番8号

333 下北文化会館 金谷一丁目10番1号

901 (有)下北旅行 金曲一丁目8番12号

474 社会保険労務士齋藤晃史事務所 下北町14番12号

534 車輌ガス販売(株) 大字田名部字女舘29番地9

786 秀建築一級建築士事務所 下北町20番39号



認定
番号

事業所名 住所

120 (有)十字堂 真砂町6番14号

660 (有)照月苑 文京町23番41号

952 青風丸

803 (有)食品館　まるちゅう 本町4番4号

780 白崎建築 川内町田野沢125番地

848 農業生産法人　(有)新栄農場

274 (有)眞心堂 大字田名部字槌川目23番地5

276 (有)眞心堂　眞心堂ファミリーホール 金谷町二丁目23番7号

275 (有)眞心堂　はやかけホール 大字田名部字槌川目23番地5

865 水産加工センターわきのさわ 脇野沢本村227番地

983 スイミングアカデミーむつ 十二林4番1号

615 杉山建設工業(株) 赤川町14番10号

942 杉山板金 田名部町2番25号

554 スケカワ石油　大曲セルフ給油所 大曲二丁目70番2号

555 スケカワ石油　大湊セルフ給油所 宇田町12番10号

552 スケカワ石油　城ヶ沢給油所 大字城ヶ沢字下前田2番地1

564 鈴木製函 大畑町港村190番地13

331 スパウッド観光ホテル 川内町板子塚28番地

484 すばる運転代行社 小川町二丁目2番8号

875 税理士法人　青森さくら会計 緑町17番57号

991 関根浜漁業協同組合 大字関根字前浜143番地

965 大安丸

652 大市(株) 大曲二丁目14番33号

243 大一運転代行 新町35番43号

651 (株)大市産商 大曲二丁目14番25号

773 大覚院熊野神社 新町3番15号

711 (株)大輝フーズ 大畑町鳥谷場178番地2

846 大魚(株)むつ総合卸売市場 大曲二丁目287番地

973 第五光栄丸

963 第三大畑丸

960 第3輝光丸

953 第十八長徳丸

798 大新石材 大畑町本町173番地1

955 DAI's　ボディー 大畑町兎沢217番地2

787 大成電機 大平町3番21号

921 (有)大東製麺 苫生町一丁目18番11号



認定
番号

事業所名 住所

962 第二十一真稀丸

970 第八洋丸

760 (株)ダイユウ食品 上川町47番3号

790 (有)高屋悟葬儀社 若松町4番5号

508 (有)立花電工 大字奥内字浜平59番地

993 田名部畜産農業協同組合 大字田名部字下川18番地

941 田村畜産

940 team KAWA 金曲一丁目1番14号

830 TSUSHIMA　WOOD 並川町15番13号

937 ツボパソドットコム 松山町8番24号

678 (株)TKS不動産 小川町一丁目6番6号

739 THE DAYDREAM 緑町21番9号

632 寺島旅館 川内町湯野川15番地

757 (株)東京堂 小川町一丁目6番1号

697 (株)トーテック 新町28番20号

726 徳いち(株) 新町37番2号

301 (株)となみ 大字田名部字品ノ木34番地68

852 斗南クリーン 大字田名部字斗南丘29番地332

1005 斗南コンサルティング合同会社 新町8番22号　2階

915 (株)飛島鉄工 大曲三丁目12番20号

747 とりやま葬儀社 大字田名部字赤川ノ内並木14番地1525

992 十和田おいらせ農業協同組合　むつ支店 横迎町一丁目11番35号

831 中島自動車整備工場 川内町田野沢169番地42

785 長根設備 金谷二丁目19番26号

799 成田板金塗装工場 金曲二丁目7番1号

788 成田マッサージ治療院 横迎町一丁目12番18号

919 (有)二本柳工務店 上川町11番2号

979
学校法人星美学園　認定こども園星美幼稚
園

小川町一丁目14番31号

717 農業　二本柳

975 ノースアップ工業 大畑町本町54番地2

959 のぼる鈑金 川内町砂浜2番地1

854 野平高原交流センター・道の駅かわうち湖 川内町福浦山314番地

4 (株)パーク下北 柳町三丁目12番52号

821 (株)ハケタ水産　むつ営業所 中央二丁目9番56号

763 箱石あんま治療院 金谷一丁目14番30号



認定
番号

事業所名 住所

705 (有)パソコンエス・オー・エス 大畑町新町65番地

583 畠山善光税理士事務所 小川町一丁目13番52号

863 畑島葬祭サービス 荒川町4番27号

977 (有)畑中電機 下北町5番9号

543 畑中旅館 大湊新町2番11号

294 はねやホテル 本町2番7号

871 ハマダ電気 大畑町南町14番地1

834 はまなすホンダ 大畑町松ノ木220番地1

922 林鈑金塗装店 川内町高野川11番地1

658 ヒロ　クッキングサロン 大湊上町42番42号

926 吹田輪業サービスセンター 川内町中畑18番地4

817 (株)福原石油店　金谷店 金谷二丁目11番1号

818 (株)福原石油店　近川店 大字奥内字近川8番地

816 (株)福原石油店　中央店 中央二丁目77番3号

305 (株)フジイ 旭町13番23号

958 (有)藤田石油店 川内町しなの木4番地1

578 (株)フジタ不動産 下北町5番17号

138 プラザホテルむつ 下北町2番46号

709 ふるさと21(株) 大畑町新町65番地

600 (有)北栄電工 横迎町二丁目11番15号

387 北新機材(株) 横迎町二丁目21番12号

931 保険スタジオ2020 緑町21番25号

183 ホテル太陽荘 大字田名部字赤川1番地12

130 ホテルニューグリーン 本町1番4号

134 ホテルフォルクローロ大湊 大湊新町7番20号

329 ホテルユニサイトむつ 小川町二丁目8番10号

914 堀内土地家屋調査士事務所 宇田町1番29号

742 ボンクリーニング 大字田名部字上川30番地

574 (有)松野自動車産業 金曲二丁目5番2号

1019 マテ企画

645 マリンハウス脇野沢 脇野沢本村227番地

572 丸勝石塚燃料(株) 仲町6番3号

695 (有)マルコウ水産 大字田名部字赤川ノ内並木14番地1206

592 (有)マルタケ水産 大曲二丁目14番7号

996 丸福 川内町桧川稲沢15番地1

961 まるも丸



認定
番号

事業所名 住所

1012 三國ピアノ教室 大畑町上野96番地191

924 道の駅わきのさわ 脇野沢七引201番地5

370 (株)みちのく銀行　大畑支店 大畑町新町1番地1

369 (株)みちのく銀行　むつ支店 中央二丁目10番1号

668
（福）みちのく福祉会　共同生活事業所　陽ま
わり荘１号館

小川町一丁目14番62号

673
（福）みちのく福祉会　小川町第二白百合保
育園

小川町一丁目15番13号

671
（福）みちのく福祉会　こども発達支援センター
りりぃ

下北町6番51号

669
（福）みちのく福祉会　障害児入所施設　はま
ゆり学園

大座奥内字栖立場1番地67

665
（福）みちのく福祉会　障害者支援施設　しも
きた療育園

大字田名部字赤川ノ内並木73番地3

663
（福）みちのく福祉会　障害者支援施設　陽幸
園

大字奥内字大室平91番地1

667
（福）みちのく福祉会　障害福祉サービス事業
所　工房歩み

大字奥内字金谷沢1番地292

664
（福）みちのく福祉会　障害福祉サービス　す
まいる

大字奥内字大室平91番地1

675
（福）みちのく福祉会　小規模保育事業所
ナーサリーしらゆり

小川町一丁目15番31号

674 （福）みちのく福祉会　白百合保育園 下北町6番22号

672
（福）みちのく福祉会　相談支援事業所　ぱ
れっと

大字田名部字赤川ノ内並木73番地3

666
（福）みちのく福祉会　多機能型事業所　ちゅ
うりっぷ

大字田名部字赤川ノ内並木73番地3

670
（福）みちのく福祉会　放課後等デイサービス
キッズすまいる

大字奥内字栖立場1番地68

662 （福）みちのく福祉会　法人本部 大字奥内字大室平91番地1

893 宮いち(株) 南赤川町22番5号

452 三八五観光(株)　むつ支店 小川町二丁目3番32号

927 (有)みやざき 大畑町東町30番地

575 (株)みらい保険センター 新町28番17号

344 民宿　あすなろ 大畑町薬研2番地10

290 民宿　汽船荘 大字関根字川代126番地3

295 民宿　小向 大字奥内字金谷沢1番地2

328 民宿　栄屋 脇野沢本村160番地

296 民宿　シバタ 脇野沢本村108番地2

330 民宿　鈴屋 中央二丁目9番64号

413 民宿　はな椿 大字田名部字上道87番地286

322 民宿　松ノ木 大畑町松ノ木14番地3

319 民宿　まるぜん 脇野沢本村81番地



認定
番号

事業所名 住所

310 民宿　むつ屋 苫生町一丁目13番2号

585 向井工業 下北町5番14号　２F

916 麦沢建材 大字田名部字土手内74番地1157

491 無垢のき不動産合同会社 苫生町一丁目3番18号

384 むつ来さまい館 田名部町10番1号

51 むつ観光ホテル(株) 大字田名部字下道4番地

987 (株)むつ共成保険 桜木町9番58号

715 むつ熊さん(有) 大字田名部字品ノ木34番地38

129 むつグリーンホテル 横迎町一丁目2番8号

911 (株)むつ建設工業 昭和町23番10号

755 むつ市海と森ふれあい体験館 川内町川内477番地

858 むつ市川内町商工会 川内町川内115番地9

851 むつ市下北自然の家 大畑町佐助川399番地

385 むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場 大字田名部字小平舘ノ内尻釜45番地18

8 むつ市病後児預かり室「おひさまルーム」 中央二丁目30番2号

7 むつ市ファミリー・サポート・センター 中央二丁目30番2号

978
(特非)むつ下北子育て支援ネットワークひろば
法人本部

柳町一丁目2番15号　佐藤ビル2F

481 むつ珠算塾 新町10番11号

482 むつ珠算塾 新町28番23号

383 むつ商工会議所 小川町二丁目11番4号

461 (有)むつ中央トラック 大字奥内字中道23番地

980 合同会社むっつのたね 海老川町3番15号

359 むつ手形交換所 本町2番11号

456 むつテレビ商会 新町8番22号

127 むつパークホテル 田名部町9番10号

547 むつ配膳サービス 田名部町3番1号　イルカビル2F

546 むつバンケットサービス 田名部町3番1号　イルカビル2F

650 (株)むつ不動産取引センター 新町16番5号　１-B

917 むつプレス 海老川町21番7号

401 むつ北心館 金曲二丁目1番14号

956 (有)武藤プロパン 大畑町中島80番地26

70 むら井旅館 田名部町9番30号

571 村建ハウジング 苫生町一丁目2番24号

912 村林製麺所 小川町二丁目12番12号

722 村林電機(株) 大畑町湯坂下104番地45



認定
番号

事業所名 住所

438 村林電機(株)　ドコモショップむつ店 中央二丁目1番16号

1013 室舘 新町12番33号

811 明成建販(株) 若松町1番12号

706 メディアフロント企業組合 大畑町新町65番地2

594 メナード化粧品田名部代行店 仲町18番39号

603 モダンKIRARI 金谷一丁目15番43号

169 薬研荘 大畑町薬研14番地

900 山田工機 大字田名部小平舘ノ内尻釜47番地7

439 大和運転代行 栗山町2番43号

479 (株)大和海商 大曲二丁目14番34号

878 (株)ゆうあい 大字田名部字品ノ木34番地132

964 洋丸

967 吉田漁業部 第三十一寳来丸

872 吉根湯 大畑町新町94番地

394 葭の湯 海老川町21番1号

681 ラボ・テック・デンタル 中央二丁目20番6号

882 リーフ(株)　介護タクシーリーフ 松森町4番8号

200 旅館　川野荘 苫生町一丁目12番13号

311 旅館　サルビア 大字関根字名子4番地86

293 旅館　下北荘 下北町6番59号

126 旅館むらき 大畑町本門寺前14番地13

778 レモンファーマ(株) 中央一丁目3番35号

743 連合青森下北地域協議会 小川町一丁目4番19号

97 脇野沢村漁業協同組合 脇野沢本村無番地

349 脇野沢ユースホステル 脇野沢瀬野川目41番地

745 渡邉事務所 小川町一丁目8番１１号

354 (有)渡辺水産 大畑町水木沢34番地

884 (株)ワンズワーク 下北町14番7号


