
漁協 No, 納入場所 住所
雄勝 1 雄勝漁業協同組合事務所 湯沢市秋ノ宮字桑沢１８番地３
雄勝 2 鮎乃家 湯沢市小野字大山沢１５番地
雄勝 3 大場商店 湯沢市横堀字白銀町４６番地
雄勝 4  おなじみ荘 湯沢市秋ノ宮字山居野１１番地２８
雄勝 5 兼子商店 湯沢市秋ノ宮字川島４番地１８
雄勝 6 小西芳郎 湯沢市下院内字新馬場１９２番地
雄勝 7 小町の国手づくり工房 湯沢市秋ノ宮字小淵沢１４番地
雄勝 8  新五郎湯 湯沢市秋ノ宮字湯ノ岱７１番地
雄勝 9 菅広酒店 湯沢市秋ノ宮字大田１８４番地
雄勝 10 簗瀬房治 湯沢市小野字諏訪１５番地２
雄勝 11 ローソン雄勝店 湯沢市小野字桐木田１２７番地
皆瀬 12 皆瀬川筋漁業協同組合事務所 湯沢市稲庭町字稲庭二百三十八番地の一
皆瀬 13 Yショップあべ 湯沢市稲庭町字新城台５３－５
皆瀬 14 阿部光雄つりぼりセンター 湯沢市稲庭町字稲庭
皆瀬 15 織田信太郎 横手市増田町戸波字下羽場８３
県南 16 県南漁業協同組合事務所 平鹿郡雄物川町薄井字薄井二百十六番地
県南 17 アキタつり具店 平鹿郡十文字町十文字字新田海道下六十四番地の五
横手 18 横手釣具センター 横手市寿町十四番地の五
横手 19 鶴田釣具店 横手市大町五番地の三十
仙北 20 仙北漁業協同組合事務所 大曲市若竹町十番九号
仙北 21 品川住宅 大曲市日出町四十一番九号
仙北 22 上州屋大曲店 大曲市戸蒔字錨百六十九番地
仙北 23 佐貫製材所 大曲市藤木字東八圭六十九番地
仙北 24 堀川盛一 大曲市内小友字荒町三番地
仙北 25 鈴木釣具店 仙北郡美郷町六郷字馬場十七番九号
仙北 26 高橋商店 仙北郡美郷町六郷東根字妻ノ神七十四番地
仙北 27 原則雄 仙北郡仙北町板見内字長仙寺四番地
仙北 28 加藤木工所 仙北郡仙北町払田字下川原二百二十八番地
仙北 29 田茂木自動車 大仙市高梨金堀九十七番地
仙北 30 高橋正隆 大仙市太田町斎内字一本柳四十五番地
仙北 31 小松弘一 大仙市太田町字上斎内百四十七番地
仙北 32 高貝俊一 大仙市太田町斎内字真木七十九番地
仙北 33 照井勇一 仙北郡美郷町千畑土崎字上野際一番一号
仙北 34 千葉隆二 仙北郡美郷町金沢西根字上糠淵二百八十三番地
仙北 35 小田嶋恭治 大仙市四ツ屋櫤ノ木九一
仙北 36 樫尾喜美雄 大仙市高梨字谷地中１３２
中央 37 小林釣具店 大仙市神宮寺字本郷野71-1
中央 38 藤村　一男 大仙市長野字柳田140-1
中央 39 佐々木　国男 大仙市花館字間倉洲崎19-2
中央 40 サンクス中仙町店 大仙市鑓見内字幕林244
中央 41 サンクス中仙うぐいすの店 大仙市下鴬野字上中嶋53-3
中央 42 藤島　良治　 大仙市四ツ屋字草刈野89
中央 43 佐々木　秋男 大仙市長野字高畑14
中央 44 高橋　明 大仙市長野字開2-3
角館 45 角館漁業協同組合事務所 仙北市角館町岩瀬字北野六十二の二
角館 46 村上久夫 仙北市角館町岩瀬字菅沢二十一番地の八
角館 47 民宿ワタナベ 仙北市角館町岩瀬字西野川原七番地の十四
角館 48 森ドライブイン 仙北市角館町細越十二番地
角館 49 藤枝富治 仙北市角館町小勝田字中川原百三十九番地の八



角館 50 星宮忠清 仙北市角館町小勝田字中川原百二十六番地の三
角館 51 鈴木正市 仙北市角館町雲然碇百九十番地の一
角館 52 鈴木隆 仙北市角館町雲然碇前田九十二番地
角館 53 宮城商店 大仙市下鶯野上中嶋百九十一番地
角館 54 ふれあいプラザクリオン 仙北市西木町門屋字屋敷田八十三番地の二
角館 55 本庄商店 仙北市西木町字大地田六十二番地
角館 56 斉藤鮮魚店 仙北市西木町上桧木内字堀内四十六番地の一
角館 57 中島健 仙北市西木町上桧木内字宮田五十四番地
角館 58 門脇征子 仙北市西木町桧木内字相内四
角館 59 門脇鮮魚店 仙北市西木町桧木内字吉田九十三番地一の一
角館 60 桜田紀 仙北市西木町桧木内字高屋十七番地
角館 61 門脇万之助 仙北市西木町桧木内字上道十八番地
角館 62 布谷酒店 仙北市西木町桧木内字中島五十五番地の一
角館 63 橋本商店 仙北市西木町桧木内字山口三番地
角館 64 ローソン生保内店 仙北市田沢湖生保内字野中百五十四番地の一
角館 65 門脇義人 仙北市西木町小山田字沢口二十三番地
角館 66 阿部高美 仙北市西木町上桧木内字桁沢百二十番地の一
角館 67 浅利酒店 仙北市西木町桧木内字長戸呂七十九番地の一
角館 68 柏谷亮 仙北市田沢湖角館東前郷字後川二百十七
角館 69 佐藤順一 仙北市角館町広久内舟場五十番地
角館 70 小林酒店 仙北市西木町西明寺字小山寺六十番地の一
角館 71 ローソン神代店 仙北市田沢湖小松字二枚橋五番地の一
角館 72 ローソン西明寺店 仙北市西木町上荒井字新屋五番地の一
角館 73 ローソン角館岩瀬店 仙北市角館町下菅沢二百二十番地の三
角館 74 ローソン中仙店 大仙市長野柳田三十番地の一
角館 75 サンクス中仙鶯野店 大仙市下鶯野上中嶋五十三番地の三
西部 76 伊藤裕紀鮮魚店 秋田市雄和種沢字太子前九十三番地の四
西部 77 石井商店 秋田市雄和戸賀沢字金山沢九十二番地
西部 78 椿商会 秋田市雄和椿川字方福十四番地の七

西部 79
おばこライフサービス
　荒川給油所

大仙市協和荒川字山ノ内６３－２

西部 80 渡部商店 秋田市雄和新波字竹の花十番地の四
西部 81 斉藤信夫 秋田市雄和繋字宿１３３－２
西部 82 伊藤商店 大仙市強首字寝越三番地
西部 83 小野商店 大仙市土川字上野百七十番地の二
西部 84 菅原自動車鈑金塗装 大仙市土川字大畑山三十六番地の二
西部 85 仙北西部漁業協同組合事務所 大仙市協和下淀川字車田十六番地の一
西部 86 稲葉静江商店 大仙市協和下淀川字岸館九番地
西部 87 田村拓司 大仙市協和船岡字野田百七十四番地の三
西部 88 豊島満商店 大仙市協和船岡字宇津野百四十二番地の一
西部 89 藤原正人 大仙市協和船岡字上庄内六十八番地
西部 90 ラーメンハウス協和 大仙市協和船岡字中庄内六十四番地
西部 91 協和温泉四季の湯 大仙市協和船岡字庄内二百十四番地
西部 92 唐松温泉 大仙市協和船岡字東兵衛屋敷百九十一番地
岩見 93 オリンピック釣具店 秋田市大町一丁目一番六号
岩見 94 小林釣具店 秋田市楢山登町七丁目十番
岩見 95 フィッシングイトウ 秋田市山王二丁目十番地十八号
岩見 96 ディーループ 秋田市広面蓮沼二十四番地四の百一
岩見 97 岩見川漁業協同組合 秋田市河辺和田字上中野百八十四番地二
岩見 98 佐藤ゆか子 秋田市河辺和田字和田六十三番地



岩見 99 加賀屋千代司 秋田市河辺和田字和田九十四番地
岩見 100 鈴木正勝 秋田市河辺和田字式田八十番地
岩見 101 松沢幸一 秋田市河辺和田字宮崎百三十六番地
岩見 102 戸井田タエ 秋田市河辺山内字尼沢六十二番地一
岩見 103 ヤマザキショップ 秋田市河辺山内字野崎三十五番地十
岩見 104 マイショップ高橋 秋田市河辺山内字外川原百二十三番地の五
岩見 105 小野寺繁四郎商店 秋田市河辺山内字外川原百四十三番地
岩見 106 山上充子 秋田市河辺山内字寺田十五番地
岩見 107 熊谷清商店 秋田市河辺山内字曽場十八番地三
岩見 108 ユフォーレ 秋田市河辺町山内字丸舞一番地の一
岩見 109 佐々木久作 秋田市河辺町大沢中田四十八番地
岩見 110 追留商店 秋田市河辺岩見字萱森六十八番地
岩見 111 石塚喜久治 秋田市河辺岩見字茂十七番地
岩見 112 船木須満代商店 秋田市河辺岩見字新川五十四番地
岩見 113 石塚勝太郎商店 秋田市河辺岩見字関口川原十九番地
岩見 114 上州屋 秋田市外旭川字待台十番地一
岩見 115 ファミリーマート河辺和田店 秋田市河辺和田字坂本北二百八十四番地五
岩見 116 ファミリーマート御所野店 秋田市御所野湯本二番地一の四


