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株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。

秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。

（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。

大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます

木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

会員登録企業一覧

http://www.itoku.co.jp
http://www.kimura-food.co.jp
https://www.tcs.tokogrp.co.jp
https://www.crafteriaux.co.jp
https://duskin-hokushu.co.jp
http://www.aoyama-pi.co.jp
http://www.ohwu-denki.co.jp
http://www.tbk-group.co.jp
http://www.tbk-group.co.jp
http://www.tbk-group.co.jp
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株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

039
040
041

042
043

044

045

046

047

048

049
050
051

052
053
054
055

056

057

058
059

060
061

062
063

064

065
066

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。

秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。

（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。

大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます

木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

http://ohdate-katura.com
https://www.nipro.co.jp
https://www.ecoplash.co.jp
https://www.yoshidasangyo.co.jp
https://kk-tact.com
https://www.hokutobank.co.jp
http://futapa.jp
https://www.ja-takanosu.or.jp
http://www.otaki-elc.co.jp


001
002

003
004
005

006
007
008
009
010
011
012

013

014
015
016
017
018
019
020

021

022
023
024

025
026
027

028
029
030
031

032
033
034
035

036
037
038

株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。
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秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。

（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。

大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます

木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

https://shuhokubus-gr.co.jp
https://www.srg.co.jp
http://www.towa-denzai.com
http://www.osarizawa.jp
http://www.akimoku.co.jp
http://oguraseifunsho.jp
http://www.akita-xerox.co.jp
http://www.e-toda.co.jp
http://www.granopt.jp
http://www.kakuhiro.co.jp
http://www.earth-flyers.com
http://honke-hinaijidori.com
http://murakigumi.co.jp
http://kaidan.biz
https://www.fuso-seiko.co.jp/group/akita
https://www.crownpalais.jp/shuhoku/
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株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。

秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。
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（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。

大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます

木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

https://www.mhi.com/jp/company/location/nagoyaguidew/index.html
http://www.kumagera.ne.jp/uesugi/
http://www.kitaakita-hp.jp
http://www.satoshoji.co.jp
https://tyre.dunlop.co.jp
https://www.kyosai-cc.or.jp
https://www.yuai-bs.co.jp
http://www.odate-yakult.jp
https://www.akita-nairiku.com
http://www.e-toda.co.jp
https://www.nakata-k.jp
http://www.akita-bank.co.jp/index.html
http://www.shirakami.or.jp/~sima-k/index.htm
http://www.hitachi-metals-neomaterial.co.jp
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株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。

秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。

（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。
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大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます

木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

https://www.om346.co.jp
http://seibnsha.com
https://www.nipponrentacar.co.jp/tohoku/
https://plaza-suginoko.com
http://www.yosiwara.jp/index.htm
http://www.korin.co.jp
https://www.55w.jp
http://www.nmd-trans.co.jp
http://hake-tsukuri.com
http://www.sekito.net
http://see-smile.com
https://www.newlong.com
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株式会社　伊徳
株式会社　木村食品工業

羽後電設工業（株）大館営業所
株式会社　笹谷建設
東光コンピュータ・サービス株式会社

株式会社　伊藤技研
株式会社　羽沢建設
新和産業株式会社
（株）よつやドライクリーニング商会
（医）谷本歯科医院
（資）山城運動具店
DOWAエコシステム株式会社
環境技術研究所
株式会社　サンテックス

株式会社秋田銀行　鷹巣支店
ティージー生コン株式会社
マタギの里観光開発株式会社
株式会社　佐藤庫組
秋田機械建設株式会社
東北労働金庫　鹿角支店
（株）青山精工

小坂製錬株式会社

株式会社　日本ピージーエム
株式会社　ダスキン北秋
奥羽電気設備株式会社

株式会社　ヒツジヤ
株式会社秋田銀行　大館駅前支店
株式会社ティー・エム・サービス

東北ビル管財（株）能代営業所
東北ビル管財（株）
東アジア警備保障（有）大館営業所
株式会社秋田銀行　大館西支店

乳安商事（株）
株式会社秋田銀行　田代支店
株式会社　田代建設
株式会社　沓澤製材所

桜庭電池工業株式会社
（株）東光ホールディングス
（有）黎明舎種鶏場

毎日の食卓を応援します!!
旬の山菜加工やりんごをはじめとするフルーツ加工などを手掛け、首都圏、
関西方面へ発信。

企業展開している自社開発ソフトを有し、大館能代空港を多く利用させて
いただいています。

「安全」「安心」に取組み、社会に貢献できる会社を目指します。

チームスポーツ用品は何でもご相談ください。

クラフテリオブランドの教材を製造しています。全国の小中学校で使われ
ています。
地域共栄の理念のもと、市民の皆様に愛される銀行を目指しています。
空港まで15分の好条件に位置。
マタギの里の自然あふれる温泉宿です。

建設業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指しています。

セラミックス、メカトロ部品加工から試作、ラインの省力化システムまで、
お客様のニーズをカタチにしてお届けいたします。
リサイクル原料を主原料とした貴金属、レアメタルの回収とリサイクルを
推進。
触媒等に含まれる貴金属リサイクルで、資源保護に貢献しています。
マット、モップのレンタルと清掃用具の販売、及びプロの清掃。
社員教育に力を入れ、資格取得に取組み51人の技術者で施工にあたってお
ります。外灯寄贈や清掃活動など地域のため、よりよい街づくりのため貢献
して参ります。

私どもはお客様に安心・安全をお届けし、損害保険・生命保険を含めた保険
相談をいたします。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
地域社会の発展、自然環境、福祉向上に積極的に貢献します。
お客様の大切な身体、生命、財産を守ります。
ロードサイドに位置し、利便性は高いと思います。笑顔と丁寧な対応でお迎
えいたします。
大館能代空港への至近距離のＧＳです。

一般土木建築工事業
山林経営から製材品、壁面材、人工乾燥材、桶樽及び小木工品まで、秋田杉
製品の総合メーカー。

協同組合秋田県北木材センター
株式会社秋田銀行　大館支店
大館桂工業株式会社

株式会社秋田銀行　比内支店
山本合名会社

ニプロ（株）大館工場

（株）山形部品　鷹巣営業所

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社　鹿角パークホテル

秋田土建（株）

株式会社北都銀行　大館支店
昭和化学工業株式会社　秋田工場
（株）吉田産業　大館支店

株式会社北都銀行　鷹巣支店
株式会社北都銀行　大館東支店
株式会社　宮崎ドライ
株式会社　タクト

（株）大森土木

株式会社北都銀行　大館駅前支店

南部建設株式会社
シチズン時計マニュファクチャリング（株）
秋田工場
二ツ井パネル株式会社
株式会社　秋北ジーンズ

株式会社　明間ボーリング
鷹巣農業協同組合

DOWAホールディングス株式会社　
秋田事業所
株式会社　サッシュ
株式会社　小滝電機製作所

（キャッチフレーズ） 安心と安全、人にやさしい未来づくり。   （経営方針） 
個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指します。

白神山地に湧き出る天然水だけで酒造りを行っています。

「信頼の医薬品」私たちニプロは世界をリードする人工透析関連をはじめ、
当社の技術を駆使することで、より安全で人にやさしい医療品を提供して
まいります。また、医療の総合メーカーとして地域医療と環境に配慮し、社
会貢献を図ってまいります。
主な取扱品は、自動車部品（全メーカー、外車を含む）二輪、重機、機械工具、
オイル、タイヤ、ＢＡＴなど。
企業理念：「リサイクルを通して地球も人も豊かに」
一、廃棄物を有効利用し資源循環型社会構築に寄与
一、秋田発のリサイクル製品を全国へ
一、リサイクル事業を通じた地域貢献
国立公園十和田八幡平への観光のおりには、料理自慢の当ホテルにておく
つろぎください。
県内屈指の総合建設業として地域社会に貢献し、ゴルフ場・山林部門など、
幅広い企業活動を行っております。
「前向き」「ひたむき」に取り組みます。
北秋田市綴子地区で設立53年目をむかえた企業です。
北は函館、南は郡山まで、16支店7営業所のネットワークにより、建築・土木・
住宅業界の皆様に建設資材、環境商材を提供しております。

年中無休店舗

顧客満足を第一に清掃業務を通じてより豊かな快適環境をつくり地域社会
に貢献します。
家庭的な雰囲気で気軽に声をかけ合える環境、社員の資格取得を支援し、
個々のレベルアップに取り組んでいます。
”まごころ　こめて　地域と　ともに”　平成26年11月に支店開設50周年を
迎えます。

当社が担当している、腕時計部品の生産数は世界一の規模です。

住宅用化粧ばり集成材、また構造用集成材の製造
EDWINの自社工場です。アメリカンブランド、ＬＥＥのジーンズを生産し
ています。
温泉、地熱開発、地震計ボーリング等、あらゆるボーリングを手掛けています。
農業生産物の約9割を米が占め、その中でも「あきたこまち」の作付が多くを
占めています。近年では、農薬成分を抑えた環境にやさしい米づくり「あき
たecoらいす」の作付を推奨しブランド化を図っております。青果物は「きゅ
うり」「山の芋」を最重要作物として信仰を図っております。
自然環境の改善を推進し、自然との共生を目指して、地域本来の広葉樹の植
樹を行っています。

自動車ランプ（LED）関連の製品を主に製造しております。

秋北バス株式会社
白金運輸株式会社　大館営業所
株式会社　タイセイ

秋田東和電材（株）　大館営業所

藤嶋鉄工（株）
株式会社ジェイエイ大館・
北秋田葬祭センター
史跡　尾去沢鉱山
（株）たけや製パン
北都銀行扇田支店
秋木製鋼株式会社

（株）おぐら製粉所

秋田ゼロックス（株）大館営業所
戸田鉄工株式会社

米代電機工業株式会社

株式会社　高坂

藤島木材工業株式会社

株式会社グラノプト
秋田三菱自動車販売株式会社　大館店
株式会社　角弘　大館支店
株式会社　ホテル鹿角
農事組合法人アースフライヤーズ

秋田県信用組合大館支店
（株）本家比内地鶏
株式会社　津谷組

株式会社　村木組
石垣鐵工（株）
有限会社　千葉自動車整備工場
新東北メタル株式会社
秋田扶桑精工株式会社

ホテルクラウンパレス秋北
花岡土建株式会社
医療法人能代歯科医療会

片山ゴム株式会社

奉仕・感謝・誠実　（社是）
多様な物流ニーズに迅速・柔軟に対応します。
豊かな地域社会を構築するため環境問題を重視し、人にやさしい生活環境
づくりに総力を結集して取り組みます。
「熱意と誠実」を社諦とし、地域に密着した販売体制で事業を拡大し、最高の
商品とサービスを提供し地域に貢献できる高信頼企業を目指します。
確かな品質のものづくりで、安心・安全な社会づくりに貢献していく。
地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サー
ビスに努めております。
年中無休の鉱山観光。
山崎製パングループである（株）たけや製パンの県北の拠点。

普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、高満俺鋳鋼品の素材製造から機械加工及び組立ま
での一貫生産体制となっております。
鹿角市十和田高原に有機蕎麦農場100haを農家と共に栽培し、安全な食品を
消費者に提供しております。
基本方針　・実質型経営　・機能型経営　・参加型経営　・情報型経営
各種ニーズに応じた産業用生産設備の設計・製作ならびに産業用車両の製
作、整備を得意としております。取引先は県内に限らず、東北・関東まで広
範囲に渡ります。
電気工事は主に工場の照明・動力配線工事、各種盤設計製作施工。機械器具
は各種モーター・ポンプ等電気機器の修理・補修を主としている。
レディーストータルファッショングループ。県北地域に11店舗を展開して
おります。
広葉樹専門工場として、また国産のものづくりに心をこめて製造販売をし
ています。
株式会社グラノプトは、世界最大のRIGメーカーです。

創立130年、地域社会への奉仕精神を持って進化し続ける元気企業です。

水稲、大豆、野菜、飼料用稲・畜産など、循環型農業を目指し、安全な農作物
の生産に努めております。

本家あべや比内地鶏専門店の開店。
古くから（明治24年創業）森林土木の仕事をしており、「自然を育む郷土づく
り」を理念としています。

”難しい階段創り世界一”を目指す人材育成を戦略とする階段屋。

1986年操業。その後増築を重ね、ガラス瓶金型の生命ともいえる鋳鉄材の
鋳造工場や金型の自動加工を目指すFMS工場を設置して、本社相模原、大阪
両工場のガラス金型部門の期間を担っている。

創ります現在、そして未来。
本院（鈴木歯科医院）ではCT検査、レーザー治療、ホワイトニング等最新の
治療を行っています。
・建設機械ディーラーへ部品納品、油圧ホース類即納にて対応。
・砕石プラント及び木材加工所等コンベヤベルト販売及び修理。
・ゴムパッキン製作販売。

（株）巽工業所

秋田社会保険病院
三菱重工業株式会社
名古屋誘導システム製作所 （田代試験場）
（株）上杉組
北秋田市民病院

佐藤吉（株）
佐藤商事（株）
ダンロップタイヤ東北株式会社

古河林業（株）　秋田工場
秋田県信用組合　大館駅前支店
三国商事株式会社
株式会社日立金属ネオマテリアル
秋田工場
豊口タクシー（資）
秋田県信用組合　比内支店
秋田県信用組合　田代支店
秋田県民共済生活協同組合
株式会社　友愛ビルサービス
県北支店
株式会社　秋北新聞社
大館ヤクルト販売株式会社
雪沢温泉開発株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

株式会社　工藤米治商店
株式会社　フレックス
第一生命　鷹巣営業オフィス
藤和建設株式会社

戸田精工株式会社
中田建設株式会社
北星製菓株式会社
みちのくキャンティーン株式会社　
秋北営業所
（株）ユアテック　大館営業所
キョーリン製薬グループ工場（株）
能代工場
株式会社 秋田銀行　花輪支店

株式会社　嶋田建設

社訓
・信用を積め
・知識を積め
・経験を積め

純国産ロケット HU-A、HU-Bのエンジン燃焼試験を行っております。

建設業を営む傍ら、健康茶や山菜など、地の物を栽培・販売しています。
北秋田「北欧の杜」に、豊かな水と緑に囲まれた快適な療養環境となる病院
が誕生しました。

私たちは流通・サービスを通じて社会に貢献します。国内42拠点、海外7拠点。
TVCMでおなじみのエナセーブシリーズやスタッドレスタイヤWINTER 
MAXで安心・安全を提供します。
国産材100%使用した住宅を提供しています。

秋田県９ヶ所、青森県２ヶ所、計１１ヶ所。
ステンレス鋼・銅及びその他合金の冷間圧延により、厚さ0.02mmの極薄板
条箔の製造。
十和田湖、八幡平の観光はおまかせください。
お金のことならまずご相談を。

秋田県民のための助け合いの保障
各種公共施設管理の多くの実績と経験により、効率的に公共サービスを提
供いたします。
地域密着の情報発信紙。よろず印刷承ります。
すべての人々の「健康」と「幸せ」に役立つ企業を目指します。

秋田新幹線が停車する角館と、世界一の大太鼓の里である鷹巣を結ぶ、秋田
県内陸部を縦貫する長さ94.2kmのローカル線を経営しております。

首都圏マンション用内装ドア製造。
地域活性の為、元気な女性を採用したい。
当社は、地域の人々に親しまれ愛されるために、土木事業、建築事業、クレーン・
運送事業の３つの事業を柱に、街と暮らしに新しい価値を提案していきます。
 
 
 
自動販売機による清涼飲料・乳飲料・お菓子の販売

総合設備エンジニアリング企業
健康はキョーリンの願いです。これからも社会貢献をめざします。

秋田銀行は、明治12年の創業以来、秋田県のリーディングバンクとして「地
域とともに栄える」という「地域共栄」の理念のもと、地域経済・社会の発展
のために努力しています。

地域貢献を合言葉として日々努力しております。

大森建設株式会社
（株）プラスチック・ホンダ
株式会社　成文社
ニッポンレンタカー東北株式会社

プラザ杉の子
桜庭木材（株）
卯根倉鉱業株式会社
（株）吉原鉄工
株式会社 光輪技研 大館センター

秋田青木精機株式会社
株式会社フィードイノベーション
明石自動車工業（株）
株式会社　エス・エム・エムプレシジョン

ニプロファーマ（株）大館工場

株式会社エレックス極東
草ヶ谷燃料株式会社

有限会社エレックサポート

秋田コード株式会社

ティディエス株式会社秋田工場

クラウンメタルプレイティング株式会社
合同会社ゴーゴーウェブマーケット
エヌ・エム・ディー電子株式会社
秋田工場
有限会社クリスタル・モア

マルテー刷毛ローラー製造株式会社
秋田工場
粉末冶金株式会社秋田工場
株式会社セキト

株式会社シースマイル

ニューロング技研株式会社
菱秋木材株式会社

アキタクロージング株式会社
一般社団法人秋田犬ツーリズム

 
クリーンルームにて、清潔で、精度の優れた部品を製造いたします。
印刷と文具で県北全域を商圏に。
全国ネットワークのニッポンレンタカー営業所への予約は、インターネッ
ト予約ホームページより即時予約OK!直前1時間前までの予約が可能!各種
携帯からも予約できます!
 
ヤマハの子会社として、色々な楽器の部品を製造しています。
DOWAグループの一員として地域環境に貢献します。
 
電子部品の設計、試作製造の他、エンボステープ成形、エンボステーピング
サービスを国内にてスピードをモットーにご提供しています。

 
国内初のハラール認証を武器に秋田から世界へ!
東京都の往復は最優先で飛行機の利用を。
光通信部品の供給を通じて、世界各地の皆様のコミュニケーションに貢献
しています。
当社は、ニプログループ医薬品事業の中核会社であり、国内外から医薬品の
受託製造業を請け負っております。大館工場では、最新鋭の設備を導入し、
主力工場として躍進しております。
電気を安全・安心に利用していただくため、電気設備の保守
弊社は法人設立は昭和５９年も、創業は天明元年（1781年）で、一貫してエ
ネルギー販売業（当時は薪や炭）に徹した事業を営んでいる歴史ある企業で
ございます。
（株）エレックス極東のグループ会社として、人材派遣業や海外からの仕入
輸入を行っております。
弊社は通信・音響・自動車等、多岐にわたる分野に使用されるコードの製造
及びアッセンブリ、モールド成型等も行っている会社です。
月産約850万個のDCソレノイドを国内外の多くの業種の主要セットメー
カーに納入。TDS’グループは、日本のトップへの道を目指します。
ねじやボルト、圧造部品等に亜鉛を主体としたメッキを行っております。
ホームページ制作をはじめ、ＩＴでの業務効率化を支援します。
私たちは各種トランスを製造・販売する部品メーカーです。海外にも製造拠
点がありトランスのことはお任せください。
元気スイッチONになるユニークなエステサロン。自分だけのオリジナルメ
ニューでパワフルチャージ!
日本唯一の塗装用刷毛製造工場

電子材料等の磁気焼鈍及び非鉄材の調質処理
「味と心でごあいさつ」をモットーに原料を大切に利用し、からだに優しく、
環境にもやさしいおいしいお菓子を作り続けています。
「活動こそ介護の予防」をテーマにアート活動として、レーザー加工の工房を
運営。他、介護職員初任者研修、実務者研修、訪問介護、介護タクシー等を運営。

木材の短所をすべてクリア・完成された最高の工業化木材「ちからもち」を
販売している

秋田県北部地域への観光客増加に向けてデジタルマーティングをおこなう
とともに、訪日観光客の受入体制充実にも取り組んでいきます
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木村化工機械株式会社
中野産業株式会社
有限責任事業組合　京彩会／京にしき
ボルタージャパン株式会社

こまち食品工業株式会社

能代電設工業株式会社

秋田県信用組合鷹巣支店
株式会社大館工芸社

株式会社秋田旅行センター大館店
社会福祉法人　花輪ふくし会
ニューロング秋田株式会社
秋田活性化株式会社

（株）県北パネル
株式会社ピングプラン
農事組合法人　アグリリバー天神
合資会社こまがたや

有限会社和田設備工業
株式会社りょうび庵
東北環境消毒有限会社
合資会社 マルモト石油店

株式会社フジモト
社会福祉法人　秋田県民生協会

シード株式会社

株式会社しらかみファーマーズ

株式会社　吉田屋

一般社団法人　あきた白神ツーリズム

ミナトファニチャー

ハタハタの里観光事業株式会社

秋田県信用組合能代支店
NPO法人　能代観光協会

十和田石を全国に拡販展開中

日本初となる超小型木質バイオマス発電機を輸入、販売を行っております。
地域資源を活用したエネルギーの地産地消を図り地域活性化に貢献し、北
秋田から全国に発信できる企業を目指します
恵まれた秋田の自然に育まれた食材を、「より美味しく」、「安心してお召し
上がりいただける」食品として提供して参ります
私達は、常にお客様の信頼と満足を目指し、より質の高い工事とサービスを
提供します。
年金友の会、旅行会等の旅行で大館能代空港を利用しています。
国指定・伝統工芸品「大館曲げわっぱ」「秋田杉にこだわり、大館の曲げわっ
ぱを後世に伝え続ける」
国内および海外旅行の取扱・着地型商品の開発も検討中
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

「MADE IN AKITA」にこだわり、秋田の良品を全国に発信し、秋田県内への
集客・集金に努めます

能代市のバスケの町づくりなどに関連した事業を行っています

大正元年創業と古くから呉服や衣料品、寝具や贈答品など、地域に根差した
商売を心掛けております。

伝統的工芸品・大館曲げわっぱを作り続けます。

空港に一番近いガソリンスタンドです。年中無休フルサービスで対応させ
ていただいております。

施設利用定員1085名の大規模福祉法人であり、東京都委託施設3施設（定員
260名）も経営しています。

建設業を含む3社が農業への参入を決意し農業法人を立ち上げ「にんにく」
の栽培に取り組んでいます。
山海の幸に恵まれた「食材の宝庫」青森県から旅情をそそる駅弁を全国にお
贈りしております。
地域連携ＤＭＯとして、主にインバウンド誘客のため観光資源の掘り起こ
しと磨き上げに取り組んでいます。
首都圏からの来訪者に大館能代空港の利用を勧めます。出張の際にはでき
る限り大館能代空港を利用しようと思います。
八森いさりび温泉ハタハタ館を運営しています。日本海を眺めながら、温泉
入浴、宴会、宿泊にご利用ください。
お金のことならお任せください!
JR能代駅待合室隣室にて、秋田県内及び五能線沿線の観光案内をしております。  

http://www.akita-namahage.jp/akk/
https://www.kcpc.co.jp
https://towadaishi.jp/index.html
http://kyounishiki.web.fc2.com
http://www.volter.jp
https://komachi-foods.ocnk.net
https://noden.jp
http://www.magewappa.co.jp
http://a-hanawafukushikai.jp
https://www.newlong.com
http://www.kenpoku-panel.com
https://pingplan.com
https://www.ryobian.jp
http://tks.oodate.or.jp
http://kkfujimoto.net
https://aki-minsei.jp
http://shirakami-farmers.jp
https://akita-shirakami.com
http://minatofurniture.com/top.html
https://hatahatakan.jp
http://welcomenoshiro.com



