
市　町　村 売りさばき人氏名 売りさばき場所 通称等 電話番号（売りさばき場所）

鹿角市 一般社団法人鹿角交通協会 鹿角市花輪字向畑１００番地 鹿角警察署 ０１８６－２３－３３２１

鹿角市 鹿角連合猟友会 鹿角市花輪字鎌倉平1番地３ 鹿角連合猟友会 ０１８６－２３－３１６０

鹿角市 株式会社ミートランド 鹿角市八幡平字外川原３１番１号 ミートランド ０１８６－３２－３０１０

鹿角市 有限会社マルハチ大里久次郎商店 鹿角市十和田毛馬内字古下タ３１番地 マルハチ大里久次郎商店 ０１８６－３５－３０４３

鹿角市 北部自動車興業株式会社 鹿角市十和田末広字紀の国平３３番地１７ 第二北部自動車学校 ０１８６－３５－２３３０

鹿角市 鹿角食品衛生協会 鹿角市花輪字六月田１番地 鹿角地域振興局福祉環境部 ０１８６－２３－４３３４

鹿角市 株式会社伊徳 鹿角市花輪字下夕町１６４番地１号 いとく鹿角ショッピングセンター ０１８６－３０－１１６６

鹿角市 秋田県職員消費生活協同組合 鹿角市花輪字六月田１番地 鹿角地域振興局庁舎売店 ０１８６－２２－０６７７

鹿角市 熊谷恒子 鹿角市花輪字下花輪７９ 熊谷恒子行政書士事務所 ０１８６－２３－６８２８

小坂町 有限会社柴田商店 小坂町小坂鉱山字尾樽部１６番地１ 柴田商店 ０１８６－２９－２１３０

大館市 大館地区交通安全協会 大館市根下戸新町１番７０号 大館警察署 ０１８６－４２－３７６５

大館市 有限会社明祝商事 大館市比内町扇田字下扇田２２－１ 明祝商事 ０１８６－５５－０４３５

大館市 木村ノブ 大館市早口字上野６６ 光画堂 ０１８６－５４－２０６６

大館市 北秋田地方連合猟友会 大館市櫃崎字上谷地４１ 北秋田地方連合猟友会 ０１８６－４９－５５６６

大館市 小松千代壽 大館市字三ノ丸１０３番地９ 行政書士　小松千代寿　事務所 ０１８６－４９－２８３０

大館市 北部自動車興業株式会社 大館市根下戸新町１番４５号 秋田北部自動車学校 ０１８６－４２－３２１５

大館市 大館食品衛生協会 大館市十二所字平内新田２３７番地１ 北秋田地域振興局大館福祉環境部 ０１８６－５２－２０５５

大館市 有限会社佐竹商店 大館市字大館５１番地 佐竹商店 ０１８６－４２－３２６３

大館市 秋田県総合県税事務所 大館市片山町三丁目14番５号 秋田県総合県税事務所北秋田支所 ０１８６－４９－２２１１

北秋田市 合名会社福田薬局 北秋田市米内沢字薬師下６３番地 福田薬局 ０１８６－７２－４１１７

北秋田市 株式会社鷹巣交通県北自動車学校 北秋田市綴子字佐戸岱６番地 県北自動車学校 ０１８６－６２－１８４５

北秋田市 合名会社日活書店 北秋田市住吉町９番１５号 日活書店 ０１８６－６２－１６６６

北秋田市 柴田一徳 北秋田市阿仁水無字大町１６６番地 小武芳商店 ０１８６－８２－３４５６

北秋田市 北秋田地区交通安全協会 北秋田市鷹巣字下家下１番地 北秋田警察署 ０１８６－６２－１２４５

北秋田市 北秋田食品衛生協会 北秋田市鷹巣字東中岱７６番地の１ 北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 ０１８６－６２－２３６０

北秋田市 秋田県職員消費生活協同組合 北秋田市鷹巣字東中岱７６番地の１ 北秋田地域振興局庁舎売店 ０１８６－６２－１５１２

上小阿仁村 かみこあに観光物産株式会社 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原６６番地１ 道の駅かみこあに内「上小阿仁村物産センター」 ０１８６－７７－３２３８

能代市 株式会社伊徳 能代市二ツ井町字中坪１８番地１ いとく二ツ井ショッピングセンター ０１８５－７３－３１１３

能代市 登藤富春 能代市豊祥岱１番地の３２３ 登藤商店 ０１８５－５２－４６８１

能代市 渡部由美子 能代市上町１番３号 能代市役所職員組合売店 ０１８５－８９－２９６０

能代市 黒井産業株式会社秋田支店 能代市能代町字中川原２９番１２号 能代自動車学校 ０１８５－５２－７２０１

能代市 北部自動車興業株式会社 能代市字下古川布２０番４ 能代モータースクール ０１８５－５４－４５１０

能代市 能代山本食品衛生協会 能代市御指南町１番１０号 山本地域振興局福祉環境部 ０１８５－５４－１７８０

能代市 秋田県職員消費生活協同組合 能代市御指南町１番１０号 山本地域振興局庁舎売店 ０１８５－５２－５７８８

能代市 能代地区交通安全協会 能代市日吉町１番２４号 能代警察署 ０１８５－５３－４６５６

能代市 能代地区交通安全協会 能代市二ツ井町字上野８２番１５号 能代警察署二ツ井交番 ０１８５－７３－５１７５

能代市 佐々木信子 能代市字不老岱３９番地６ 佐々木行政書士事務所 ０１８５－５４－６８２０

藤里町 株式会社伊徳 藤里町藤琴字家の後８４ いとく藤琴店 ０１８５－７９－２２５５

三種町 秋田やまもと農業協同組合 三種町鹿渡字町後２７０番地 秋田やまもと農業協同組合　本店 ０１８５－８７－４６００

八峰町 西巻富子 八峰町八森字中浜４３番４号 ０１８５－７７－２１３５

八峰町 佐々木敦 八峰町八森字上家後１４６番地１ 佐々木商店 ０１８５－７７－２６１３

八峰町 笠原鉄男 八峰町峰浜水沢字稲荷堂後１２４番地６ ０１８５－７６－２０２２

秋田市 秋田地区交通安全協会 秋田市千秋明徳町１番９号 秋田中央警察署 ０１８－８３３－９７２４

秋田市 株式会社那波伊四郎商店 秋田市大町４丁目３番３５号 那波伊四郎商店 ０１８－８２３－４３１１

秋田市 秋田県職員消費生活協同組合 秋田市山王３丁目１番１号 秋田県庁第二庁舎売店 ０１８－８６０－５４５０

秋田県証紙は次の場所で販売しておりますのでご利用ください。

令和４年４月２８日現在　
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秋田市 秋田県職員消費生活協同組合 秋田市山王４丁目１番１号 秋田県庁売店 ０１８－８６０－３５８３

秋田市 秋田県職員消費生活協同組合 秋田市山王４丁目１番２号 秋田地方総合庁舎売店 ０１８－８６０－３５８０

秋田市 一般社団法人秋田県交通安全協会 秋田市新屋南浜町１２番１号 県警運転免許センター ０１８－８９６－５０４５

秋田市 秋田連合猟友会 秋田市川尻町字大川反１７０番地１６９ 森林環境会館 ０１８－８８３－１６０７

秋田市 秋田臨港地区交通安全協会 秋田市土崎港西３丁目１番８号 秋田臨港警察署 ０１８－８４５－５６０７

秋田市 秋田自動車学校 秋田市八橋鯲沼町９番４９号 秋田自動車学校 ０１８－８６２－３５２９

秋田市 太平自動車学校 秋田市寺内高野１１番地１号 太平自動車学校 ０１８－８４５－１５１４

秋田市 石川世希子 秋田市土崎港西３丁目１番３４号 ローソン土崎港西３丁目店 ０１８－８４７－１５３７

秋田市 一般社団法人秋田県計量協会 秋田市川尻若葉町１番５号 秋田県計量センター ０１８－８６５－２６７１

秋田市 一般社団法人秋田県危険物安全協会連合会 秋田市山王三丁目７番２１号 秋田県石油会館 ０１８－８６７－２２４５

秋田市 公益社団法人秋田県獣医師会 秋田市中通六丁目７番９号 秋田県畜産会館内４階　秋田県獣医師会事務局 ０１８－８３２－２２１６

秋田市 相場忠義 秋田市大町二丁目７番７号 相場忠義行政書士事務所 ０１８－８６４－７２５９

秋田市 保坂律子 秋田市土崎港東二丁目１２番２２号 保坂律子行政書士事務所 ０１８－８４５－７１９２

秋田市 黒井産業株式会社秋田支店 秋田市仁井田本町６丁目４番２３号 秋田南自動車学校 ０１８－８３９－５１３７

秋田市 小玉大和 秋田市広面字樋口１８番地２２ 行政書士小玉大和事務所 ０１８－８３７－２０３６

秋田市 秋田地区交通安全協会 秋田市上北手百崎字内山６０番地の２ 秋田東警察署 ０１８－８３１－１６３２

秋田市 株式会社ダイヤプラザ 秋田市茨島四丁目３番３６号 秋田モータースクール ０１８－８６４－５５１５

秋田市 株式会社秋田県物産振興会 秋田市中通二丁目３番８号 アトリオン ０１８－８３６－７８３０

秋田市 一般財団法人消防試験研究センター秋田県支部 秋田市中通六丁目７番９号 秋田県畜産会館内６階 ０１８－８３６－５６７３

秋田市 秋田協同書籍株式会社 秋田市卸町三丁目７番２号 秋田協同書籍株式会社　本社 ０１８－８６２－８３１１

秋田市 秋田食品衛生協会 秋田市八橋南１丁目８番３号 秋田市保健所 ０１８－８６６－９８７５

秋田市 株式会社三田商店秋田支店 秋田市大町３丁目３番１１号 三田商店 ０１８－８２３－２１４１

秋田市 草薙康平 秋田市泉北一丁目１１番２５号 草薙行政書士事務所 ０１８－８６４－４５５５

秋田市 佐藤　三男 秋田市雄和椿川字奥椿岱１９４－１ バナフィショップ ０１８－８８６－８０３９

男鹿市 男鹿地区交通安全協会 男鹿市船川港船川字新浜町１番地４ 男鹿警察署 ０１８５－２３－２２３３

男鹿市 近藤勝郎 男鹿市船川港船川字栄町６８番地１ 近藤家具店 ０１８５－２３－２７０１

男鹿市 竹谷一広 男鹿市船川港船川字泉台６６番地１ 男鹿市役所　１階　売店 ０１８５－２３－２１１１（内線1605）

男鹿市 浮田産業交通株式会社 男鹿市北浦北浦字忍田７８－１ 北浦うきた商店 ０１８５－４７－７０１１

潟上市 あきた湖東農業協同組合 潟上市昭和大久保字堤の上９１番地の８６ あきた湖東農協昭和支所 ０１８－８７７－３５１１

潟上市 光工業株式会社 潟上市天王字棒沼台２８２番地 光工業 ０１８－８７８－７７７７

潟上市 株式会社北日本自動車学校 潟上市天王字北野５３番地の２ 北日本自動車学校 ０１８－８７８－２２０２

潟上市 秋田中央食品衛生協会 潟上市昭和乱橋字古開１７２番地１ 秋田地域振興局福祉環境部 ０１８－８７７－６６３６

五城目町 有限会社丸六物産 五城目町字下夕町９０ 丸六物産 ０１８－８５２－２１３５

五城目町 五城目地区交通安全協会 五城目町字七倉１７８番４号 五城目警察署 ０１８－８７９－８７００

五城目町 加藤明夫 五城目町川崎字宮花５番地の８ 秋田県行政書士会五城目車庫証明申請ｾﾝﾀｰ ０１８－８５２－３５７４

大潟村 株式会社　ルーラル大潟 大潟村字西五丁目２番地 産直センター ０１８５－２２－４１４１

由利本荘市 秋田県職員消費生活協同組合 由利本荘市水林３６６番地 由利地域振興局庁舎売店 ０１８４－２２－７９５２

由利本荘市 由利米穀株式会社 由利本荘市美倉町３５番地 由利米穀 ０１８４－２２－２２２２

由利本荘市 由利本荘地区交通安全協会 由利本荘市中町２７番地 由利本荘警察署 ０１８４－２２－４３７６

由利本荘市 由利連合猟友会 由利本荘市荒町字塒台１番地１ 由利連合猟友会 ０１８４－２７－１６０１

由利本荘市 石川輝雄 由利本荘市前郷字前郷１８１番地３ 石川商店 ０１８４－５３－２０２７

由利本荘市 秋田県行政書士会本荘由利支部 由利本荘市鶴沼２９番地 県行政書士会本荘由利支部 ０１８４－２２－８５７３

由利本荘市 長谷川正 由利本荘市中町１７番地１ 丸市洋品店 ０１８４－２２－４２７４

由利本荘市 堀江久起子 由利本荘市尾崎１７番地 由利本荘市役所売店 ０１８４－２３－２１１５

由利本荘市 佐藤譲司 由利本荘市鳥海町上川内字田代１８４番地 ０１８４－５７－２５６７
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由利本荘市 由利本荘地区交通安全協会 由利本荘市矢島町七日町字熊の堂１１４番地３ 由利本荘警察署矢島交番 ０１８４－５６－２９０９

由利本荘市 由利高原鉄道株式会社 由利本荘市矢島町七日町字羽坂２１番地２ 由利高原鉄道　矢島駅 ０１８４－５６－２0３６

由利本荘市 本荘産業株式会社 由利本荘市川口字高花９８番地１ 本荘自動車学校 ０１８４－２３－１０８０

由利本荘市 由利本荘食品衛生協会 由利本荘市水林４０８番地 由利地域振興局福祉環境部 ０１８４－２３－４６５５

にかほ市 加藤勇 にかほ市平沢字清水１２６番地 加藤商店 ０１８４－３５－４６０８

にかほ市 にかほ地区交通安全協会 にかほ市象潟町字入道島１５－８ 由利本荘警察署にかほ幹部交番 ０１８４－４３－２９３５

にかほ市 佐藤茂子 にかほ市象潟町字四丁目塩越１８５番地 佐藤伝六商店 ０１８４－４３－２１４６

にかほ市 株式会社協栄 にかほ市象潟町字下浜山３番地の７ きさかた自動車学校 ０１８４－４３－４３９０

にかほ市 後藤隆男 にかほ市金浦字下谷地７８番地６ 行政書士　後藤事務所 ０１８４－３８－４３６６

大仙市 秋田県職員消費生活協同組合 大仙市大曲上栄町１３番６２号 仙北地域振興局庁舎売店 ０１８７－６３－５９２７

大仙市 武藤正雄 大仙市南外字上野２番地 武藤商店 ０１８７－７４－２６１７

大仙市 黒井産業株式会社秋田支店 大仙市大曲丸子町１番１号 大曲自動車学校 ０１８７－６３－１７１４

大仙市 黒井産業株式会社秋田支店 大仙市花館字萩台３７８番地 大曲中央自動車学校 ０１８７－６２－１７８５

大仙市 秋田開発株式会社 大仙市下鴬野字羽場８７番地 角館自動車学校 ０１８７－５４－１１３１

大仙市 有限会社仙北自動車学校 大仙市戸地谷字大和田８９番地 仙北自動車学校 ０１８７－６２－２４４３

大仙市 金谷商事株式会社 大仙市大曲花園町１番１号 大仙市役所食堂売店部 ０１８７－６３－１１１１

大仙市 株式会社下山分店 大仙市大曲上栄町８番１７号 下山分店 ０１８７－６３－２２２７

大仙市 大仙地区交通安全協会 大仙市大曲日の出町１丁目１番３０号 大仙警察署 ０１８７－６２－２０３３

大仙市 秋田おばこ農業協同組合 大仙市刈和野字愛宕下１５７番地の４ 秋田おばこ農協西仙北支店 ０１８７－７５－１２１１

大仙市 鈴木商事株式会社 大仙市大曲栄町１１番３号 鈴木商事本社 ０１８７－６２－００８９

大仙市 大曲食品衛生協会 大仙市大曲上栄町１３番６２号 仙北地域振興局福祉環境部 ０１８７－６３－８９２８

大仙市 平瀬一浩 大仙市長野字紫嶋５２－１ セブン-イレブン大仙長野店 ０１８７－５６－３０１５

大仙市 今野信子 大仙市大曲須和町二丁目３番２１－４号 行政書士・社会保険労務士　今野信子事務所 ０１８７－６２－５７５６

仙北市 仙北連合猟友会 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後１０番地９ ０９０－３１２３－４６１４

仙北市 仙北地区交通安全協会 仙北市角館町西野川原３４－６ 仙北警察署 ０１８７－５４－２３３２

仙北市 仙北東森林組合 仙北市田沢湖生保内字宮の後３９ 仙北東森林組合田沢湖支所 ０１８７－４３－００５６

仙北市 株式会社小松洋品店 仙北市角館町岩瀬町４０番地 小松洋品店 ０１８７－５３－２６２５

仙北市 角館食品衛生協会 仙北市角館町小勝田間野５４－５ 角館食品衛生協会 ０１８７－５４－２１７１

仙北市 株式会社サンアメニティ東北 仙北市角館町中菅沢８１番地８号 仙北市役所角館庁舎 ０１８７－４９－６５８８

美郷町 有限会社吉野屋商店 美郷町六郷字上町３９番地 吉野屋商店 ０１８７－８４－１０６２

美郷町 美郷地区交通安全協会 美郷町六郷字赤城４６番地４ 大仙警察署美郷交番 ０１８７－８４－３９００

美郷町 美郷町長　 仙北郡美郷町土崎字上野乙１７０番地１０ 美郷町役場 ０１８７－８４－４９０３

横手市 秋田県職員消費生活協同組合 横手市旭川１丁目３番４１号 平鹿地域振興局庁舎売店 ０１８２－３３－２９１９

横手市 横手地区交通安全協会 横手市安田字越廻７１ 横手警察署 ０１８２－３２－０８４９

横手市 秋田ふるさと農業協同組合 横手市十文字町字海道下５５番地の２ 秋田ふるさと農協十文字支店 ０１８２－４２－１０１１

横手市 高橋義彦 横手市雄物川町沼館字沼館４００番地の１ ０１８２－２２－４１５６

横手市 秋田ふるさと農業協同組合 横手市雄物川町沼館字小谷地６２番１号 秋田ふるさと農協雄物川支店 ０１８２－２２－３２４０

横手市 増田地区交通安全協会 横手市増田町増田字石神７１番地の１ 横手警察署増田幹部交番 ０１８２－４５－３２００

横手市 株式会社平鹿自動車学校 横手市平鹿町浅舞字返諏訪２０４番地 平鹿自動車学校 ０１８２－２４－３１４４

横手市 高橋理枝 横手市平鹿町浅舞字浅舞４０１番地 高徳商店 ０１８２－２４－１０１２

横手市 一般社団法人横手市観光協会 横手市中央町８番１２号 横手市ふれあいセンター１階 ０１８２－３３－７１１１

横手市 株式会社横手城北産業 横手市杉目字街道下８７番地７ 横手モータースクール ０１８２－３３－２１２７

横手市 横手食品衛生協会 横手市旭川１丁目３番４６号 平鹿地域振興局福祉環境部 ０１８２－３６－３３８８

横手市 有限会社塩田商店 横手市鍛冶町９番１３号 塩田商店 ０１８２－３２－０２０４

湯沢市 秋田県職員消費生活協同組合 湯沢市千石町２丁目１番１０号 雄勝地域振興局庁舎売店 ０１８３－７３－６７９１

3 / 4 ページ
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秋田県証紙は次の場所で販売しておりますのでご利用ください。

令和４年４月２８日現在　

湯沢市 合名会社金沢商店 湯沢市大町２丁目１番１９号 金沢商店 ０１８３－７８－００５５

湯沢市 有限会社たなか 湯沢市横堀字旭町１番地 田中書店 ０１８３－５２－２１８１

湯沢市 湯沢雄勝食品衛生協会 湯沢市千石町２丁目１番１０号 雄勝地域振興局福祉環境部 ０１８３－７２－７２０７

湯沢市 株式会社　協同企画 湯沢市佐竹町１番１号 湯沢市役所売店 ０１８３－７２－２１３１

湯沢市 湯沢地区交通安全協会 湯沢市千石町１丁目３番５号 湯沢警察署 ０１８３－７３－８９２５

羽後町 羽後町長 羽後町西馬音内字中野１７７番地 羽後町役場 ０１８３－６２－２１１１

羽後町 羽後地区交通安全協会 羽後町西馬音内字中野２８番地の３ 湯沢警察署羽後交番 ０１８３－６２－２９６４

羽後町 株式会社羽後自動車学校 羽後町杉宮字柏原１０番地の２ 羽後自動車学校 ０１８３－６２－５１１１

東成瀬村 東成瀬村商工会 東成瀬村田子内字上野６７番地２ 東成瀬村商工会 ０１８２－４７－２１５１
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