掲 載 企 業 一 覧
中央エリア（１３９社）
ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

連 絡 先

51 株式会社 ＲＢ ａｄｖａｎｃｅ

010-0001 秋田市中通一丁目3-24

美容室の経営

018-853-9174

52 有限会社 アイ・サポート

010-1414 秋田市御所野元町1-1-8

短期入所生活介護施設

018-893-4175

損害保険業

022-265-4663

秋田市山王2丁目1-4
担当部署：仙台人事・総務チーム

こちゃけ
登 載

53

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社 秋田支店

010-0951

54

(社福) 愛染会
介護老人保健施設あいぜん苑

010-0134 秋田市上新城道川字愛染５８

社会福祉施設(老人介護)

018-870-2001

55 株式会社 アイネックス

010-0063 秋田市牛島西1丁目4-5

卸売・小売業

018-887-5560

56 株式会社 アキケン

011-0951

57 秋田印刷製本 株式会社

010-1415 秋田市御所野湯本二丁目1-9

印刷業

018-839-7554

こ

58 株式会社 秋田温泉さとみ

010-0822 秋田市添川字境内川原142-1

旅館業

018-833-7171

こ

59 株式会社 秋田キャッスルホテル

010-0001 秋田市中通1-3-5

ホテル業、メディカル業

018-834-1143

60 秋田協同印刷 株式会社

010-0976 秋田市八橋南二丁目10-34

総合印刷業

018-823-7477

こ

61 株式会社 秋田銀行

010-0951 秋田市山王三丁目2-1

普通銀行業

018-863-1212

こ

62 株式会社 秋田ケーブルテレビ

010-0976 秋田市八橋南一丁目１－３

一般放送事業、電気通信事業

018-865-5141

こ

63 株式会社 秋田魁新報社

010-8601 秋田市山王臨海町1-1

日刊新聞発行ほか

018-888-1812

こ

64 株式会社 秋田システムマネジメント

010-0964 秋田市八橋鯲沼町1-60

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ販売、ｿﾌﾄｳｪｱ・ｼｽﾃﾑ開発 018-863-9341
ほか

こ

65 株式会社 秋田住宅流通センター

010-0951 秋田市山王7丁目9-35

不動産賃貸・売買・管理

018-864-4717

こ

66 株式会社 秋田スズキ

010-0967 秋田市高陽青柳町16-16

スズキ(株)が製造する車の販売・整
備業

018-823-4211

67 秋田製錬 株式会社

011-8555 秋田市飯島字古道下川端217-9

非鉄金属精錬

018-846-1121

68 秋田ダイハツ販売 株式会社

010-1415 秋田市御所野湯本三丁目1-7

自動車販売・整備業

018-889-8700

69 秋田東和電材 株式会社

010-0965 秋田市八橋字新川向10-20

電設資材の総合卸販売業

018-823-9411

70 秋田トヨタ自動車 株式会社

010-0917 秋田市泉中央２丁目１－３

自動車の販売・整備業

018-862-7160

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山
6-16

－1－

こ

こ

建設業(舗装工事、造園の設計施工
018-847-0251
等)

こ

こ

ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

連 絡 先

こちゃけ
登 載

71 秋田トヨペット 株式会社

010-0941 秋田市川尻町字大川反233-7

自動車小売業

018-862-4170

こ

72 秋田日産自動車 株式会社

010-0964 秋田市八橋鯲沼町1-59

自動車の販売・整備業

018-863-2333

こ

73 株式会社 アキタネット

010-0002 秋田市東通仲町２－１２

情報通信サービス業

018-893-5288

こ

プロスポーツ興業

018-865-0521

こ

児童福祉施設

018-823-4520

74 秋田ノーザンハッピネッツ 株式会社 010-0922 秋田市旭北栄町1-5

秋田市新屋松美ガ丘南町16番13
号

75 (社福) 新屋厚生会 勝平保育園

010-1616

76 飯島幼稚園

011-0913 秋田市飯島鼠田３丁目２－７５

幼児教育

018-846-2036

77 (社福) いずみ会

010-0817 秋田市泉菅野二丁目１７－１１

特別養護老人ﾎｰﾑ、地域包括支援
ｾﾝﾀｰ

018-896-5880

78 株式会社 イヤタカ

010-0001 秋田市中通6-1-13

ﾚｽﾄﾗﾝ、貸衣装、ﾊﾟｰﾃｨｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ
ほか

018-835-1187

こ

79 株式会社 ウヌマ地域総研

010-0965 秋田市八橋新川向13-19

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、補償、測量、地盤調 018-863-5809
査ほか

こ

022-721-5455

こ

80

株式会社 エイジェック
秋田雇用開発センター

010-0001

秋田市中通2-4-19
商工中金・第一生命秋田ビル9Ｆ

81 エコシビル 株式会社

010-1503 秋田市下浜羽川字下野２番地４

82 株式会社 エスツー

010-0001

83 株式会社 ｴﾎﾟｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

労働者派遣業（生産サポート）

（018-825-9610）

建設業、造園・緑地工事ほか

018-881-5755

ｻｰﾊﾞｰﾎｽﾃｨﾝｸﾞ事業、その他ｻｰﾊﾞｰ
関連事業

018-827-3500

こ

010-0942 秋田市川尻大川町4番7号

広告業

018-863-8637

こ

84 (社福) 桜丘会

010-0057 秋田市下北手梨平字登館８

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを中心とした医療・看護 018-839-5977
等ｻｰﾋﾞｽ業

85 おおすみ歯科医院

010-1436 秋田市大住3-3-53

歯科医院

018-836-5222

86 株式会社 オクトライズ

010-0802 秋田市外旭川字野村207-1

ｱﾌﾟﾘ、ｿﾌﾄｳｪｱ、ｼｽﾃﾑ開発／設計

018-853-0371

こ

87 株式会社 小野建築研究所

010-0923 秋田市旭北錦町３番１４号

設計事務所

018-888-4551

こ

88 株式会社 小畑設計事務所

010-0951

建築設計、管理

018-863-0136

89 有限会社 オフトメディカル

011-0946 秋田市土崎港中央１丁目６－１６

医療機器の販売、修理

018-874-7210

90 有限会社 割烹 かめ清

010-0921 秋田市大町四丁目１番１６号

飲食業(日本料理ほか)

018-862-2729

91 北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 株式会社

010-0013 秋田市南通築地15-32

ｿﾌﾄｳｪｱの設計・開発及び販売

018-834-1811

こ

92 医療法人 久幸会

010-0146

018-873-2525

こ

93

秋田市中通3丁目3-10
秋田スカイプラザ７F

秋田市山王三丁目１－７
東カンビル

秋田市下新城中野字琵琶沼124- 精神科病棟、認知症病棟、就労移
1
行支援ほか

(医療)久盛会
011-0911 秋田市飯島字堀川84-20
介護老人保健施設 三楽園

－2－

介護老人保健施設、短期入所療養
018-857-3101
介護ほか

ＮＯ

企

業

名

94 有限会社 熊谷機械設計

95

(社福) 憲寿会
介護老人保健施設 千秋苑

郵便番号

所

在

地

010-0951 秋田市山王6丁目16-3山田ﾋﾞﾙ

０１０-０８０２

秋田市外旭川字神田592番地

連 絡 先

こちゃけ
登 載

018-865-5605

こ

介護老人保健施設、短期入所療養介護 018-868-1355

こ

業

種

機械設計業

96 (社福) 幸楽会

010-1101 秋田市上新城中字片野４番

介護老人福祉施設の運営

018-870-2224

97 (社福) こばと保育園

010-0041 秋田市広面字釣瓶町71番地の4

保育園(0歳児から5歳児まで)

018-834-3429

有限会社 コリウス
ショートステイ千乃恵

010-1417 秋田市四ツ小屋字城下当場253-4 介護ｻｰﾋﾞｽ業

018-853-1556

010-0904 秋田市保戸野原の町8-27

不動産業・建築業

018-824-0234

100 株式会社 ＣＦＣ

010-0951 秋田市山王６－２１－１５

化粧品販売、ｴｽﾃﾃｨｯｸｻｰﾋﾞｽ業

018-865-2626

101 株式会社 シーズクラフト

010-0101

ＣＧ映像、音声、文字情報制作

018-874-7680

こ

102 株式会社 シグマソリューションズ

010-8564 秋田市卸町３丁目４－１

情報通信業（病医院・薬局向けPCシ 018-864-1561
ステム開発・販売・サポート）

こ

103 株式会社 シャトー

010-0063 秋田市牛島西１丁目２－２８

美容・理容ｻｰﾋﾞｽ業

018-835-6990

104 ショートステイ・ラ・ラクテ

010-0851 秋田市手形字西谷地１－２

総合的福祉ｻｰﾋﾞｽ業

018-893-3221

98

99 株式会社 財産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

秋田市中通３－３－１０
秋田スカイプラザ6—C

こ

105

有限会社 心理教育相談室
クローバー

010-0822 秋田市添川字地ノ内97-44

保育園、訪問看護・介護、在宅介護 090-2882-0001

106

スターチス株式会社
ショートステイだんだん

011-0945 秋田市土崎港西五丁目12-17

老人介護(短期入所生活介護)

018-893-6377

107 特別養護老人ﾎｰﾑ 高清水寿光園 011-0906 秋田市寺内後城6-41

特養、ｼｮｰﾄｽﾃｲ、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ、
居宅介護ほか

018-880-1050

108 株式会社 たけや製パン

010-0941 秋田市川尻町字大川反233-60

食料品製造業(ﾊﾟﾝ、和洋菓子製造
販売)

018-864-3117

こ

109 千代田興業 株式会社

010-0941 秋田市川尻町字大川反170-49

建築用鉄骨製造業、総合建設業

018-864-6200

こ

110 株式会社 ツバサ

010-0951

特産品の開発販売、ﾃﾞｻﾞｲﾝ製作

018-853-7695

こ

111 有限会社 ティーダブリューエス

010-0802 秋田市外旭川八柳2-5-33

建設業(雑工・多能工)

018-868-7373

112 株式会社 秋田東北ダイケン

010-0001 秋田市中通２丁目２－３２

ビルメンテナンス業

018-832-0401

113 株式会社 東北フジクラ

010-1415 秋田市御所野湯本５-１-２

電子部品製造(Fpc､圧力ｾﾝｻ、酸素 018-826-1112
ｾﾝｻ)

114 時田電機工業 株式会社

010-0001 秋田市中通六丁目3番30号

電気設備工事業

018-832-8415

115 株式会社 ドジャース商事

010-0956 秋田市山王臨海町4番37号

小売業(スーパー)

018-827-6733

116 トヨタカローラ秋田 株式会社

011-0905 秋田市寺内字神屋敷295-37

自動車小売業、整備業

018-880-1500

秋田市山王6-1-5
太平住宅ビル3F

－3－

こ

こ

ＮＯ

企

業

名

株式会社 ドラグーン
（ラビット秋田臨海店）

郵便番号

所

在

地

業

種

連 絡 先

こちゃけ
登 載

010-0975 秋田市八橋字下八橋191-22

自動車売買、整備、損害保険業

018-867-8400

118 株式会社 トラパンツ

010-0922 秋田市旭北栄町１－４６

webｻｲﾄ制作、映像制作、ｲﾍﾞﾝﾄ企
画ほか

018-883-1909

こ

119 株式会社 ナイス

010-1612 秋田市新屋豊町3-55

小売業(スーパーマーケット)

018-862-2611

こ

120 ナガハマコーヒー 株式会社

010-0802 秋田市外旭川小谷地110-1

ｺｰﾋｰの製造、卸小売、直営ｶﾌｪ事業 018-869-7666

121 株式会社 中山組

010-0013 秋田市南通築地１４番１４号

建設業(土木、建築、舗装工事業)

018-832-5113

122 日本電機興業 株式会社

010-0001 秋田市中通6-13-25

建設業(電気工事業)

018-832-2411

123 ノリット・ジャポン 株式会社

010-0061 秋田市卸町1-3-2 １Ｆ

情報ｻｰﾋﾞｽ業

018-874-7547

124 特別養護老人ホーム 一つ森

010-1403 秋田市上北手荒巻字鳥越229-1

日常生活支援

018-892-7776

125 株式会社 ファーマックス

010-0921 秋田市大町三丁目５番８号

調剤薬局

018-895-7330

117

126 株式会社 フィデア情報システムズ 010-0951 秋田市山王三丁目４－２３

127 フォームズ 株式会社

秋田県秋田市中通３－３－１０
秋田スカイプラザ６Ｆ

情報処理・提供サービス業（ｿﾌﾄｳｪｱ 018-883-0200
開発・情報処理他）
ソフトウェア開発

018-874-7397

010-0065 秋田市茨島６丁目１－３２

回転寿司業務全般

018-874-9031

010-1633 秋田市新屋鳥木町1-172

BＰＯ事業(ﾋﾞｼﾞﾈｽ、ﾌﾟﾛｾｽ、ｱｳﾄｿｰｼ 018-888-9120
ﾝｸﾞ)

010-0921 秋田市大町四丁目１番１６号

飲食業(ｲﾀﾘｱﾝ)

018-862-2729

010-0946 秋田市川尻総社町１０－８

自家用電気工作物保安管理

018-863-4230

132 (社福) 豊生会 ふれ愛の里

010-1653 秋田市豊岩小山字中山216-27

日常的な看護・介護施設

018-888-8201

133 (社福) 北杜

010-0146 秋田市下新城中野字街道端11-1

障害者、高齢者介護事業

018-873-7801

134 株式会社 北都銀行

010-0001 秋田市中通三丁目１−41

普通銀行業

018-833-4211

135 北光金属工業 株式会社

010-1601 秋田市向浜1丁目7-1

銑鉄・鋳物製造業

018-863-0068

136 本荘電気工業 株式会社

010-0973 秋田市八橋本町3-3-3

電気・電気通信工事、機械器具設置 018-823-7281
工事ほか

010-0942 秋田市川尻大川町10-17

化粧品販売・エステ

018-866-7666

138 マックスバリュ東北 株式会社

011-0941 秋田市土崎港北一丁目6-25

食品スーパーマーケット

018-847-2772

139 （社福） みその 聖園天使園

010-0911 秋田市保戸野すわ町１－５８

児童養護施設

018-823-2696

128

129

株式会社 ブレ―リング・ダイニング
（回転寿司）
株式会社ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

秋田BPOｷｬﾝﾊﾟｽ

130 株式会社 ペペロンチーノ

131

137

有限会社 保安法人
秋田電気管理センター

株式会社 ポーラ北日本エリア
秋田センター

010-0001

－4－

こ

こ

こ

こ

こ

ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

連 絡 先

こちゃけ
登 載

こ

140 株式会社 みちのくサンガ

010-1403 秋田市上北手荒巻字堺切４８

ｼｮｰﾄｽﾃｲ、ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

018-801-0555

141 株式会社 みづき

010-0802 秋田市外旭川字待合２８

生花仲卸業、花束加工業

018-869-5780

142 むつみ造園土木 株式会社

010-0951 秋田市山王5丁目13-3

造園・土木工事業、緑地管理業務ほ 018-863-2011
か

143 株式会社 むつみワールド

010-0973 秋田市八橋本町3丁目18-33

住宅建築設計、不動産売買・賃貸仲 018-863-5050
介管理

144 有限会社 村田弘建築設計事務所 010-0971 秋田市八橋三和町18-15

こ

公共建築物、民間施設の意匠設計

018-823-4345

010-0012 秋田市南通みその町３－１５

医療業（病院、診療所、訪問看護
・ヘルパーステーション他）

０１８-８３４-６４６１

146 山岡工業 株式会社

010-1415 秋田市御所野湯本２丁目１－５

建設業(土木建築、管・下水道工事) 018-826-1616

147 山二施設工業 株式会社

010-0951 秋田市山王五丁目１－７

管工事業

018-823-8146

こ

148 山二ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 株式会社

010-1427 秋田市仁井田新田2丁目16-13

医療情報ｻｰﾋﾞｽ、地方公共団体情
報ｻｰﾋﾞｽ

018-839-2881

こ

149 リネシス 株式会社

010-0041 秋田市広面屋敷田311-1

経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(賃貸住宅管理・不動 018-8936-3424
産ほか)

こ

150 ｴｲﾃﾞｲｹｲ富士ｼｽﾃﾑ 株式会社

019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台３１５

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

こ

145

（社医） 明和会 （中通総合病院、
中通リハビリテーション病院）

株式会社 三井光機製作所
秋田工場

018-882-2016

019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台120-21 製造業(光学ﾌﾟﾘｽﾞﾑの製造)

018-882-2995

152 株式会社 アップル

010-0201 潟上市天王字二田219-122

歯科技工所

018-870-6482

153 株式会社 五洋電子

010-0201 潟上市天王字鶴沼台43-224

無線通信機器・電子応用機器開発、 018-878-5281
設計、製造

154 (医療) 仁政会

018-1401

155 (医療)社団 宝樹会

151

潟上市昭和大久保字北野出戸道
脇41

こ

こ

病院、老健施設ほか

018-874-7372

010-0201 潟上市天王字二田219-122

歯科医療

018-870-6482

156 ユナイテッド計画 株式会社

018-1414 潟上市昭和豊川槻木字槻13-1

産業廃棄物、ﾘｻｲｸﾙ・再生可能ｴﾈ 018-877-3027
ﾙｷﾞｰ開発

こ

157 株式会社 アマノ

010-0341 男鹿市船越字内子89

食料品小売、日用品ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ系商 0185-22-6300
品販売

こ

158 株式会社 加藤建設

010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１

建設業(一般土木、海上土木工事)

159 株式会社 寒風

010-0342 男鹿市脇本脇本字前野１－１

建設業、採石業、墓石・仏壇販売業 0185-25-2222

こ

160 株式会社 沢木組

010-0511

総合建設業

0185-23-3434

こ

161 株式会社 清水組

010-0341 男鹿市船越字船越２８５

総合建設業、港湾土木業

0185-35-2011

こ

162 若美電気工事 株式会社

010-0422 男鹿市角間崎字堤下110

建設業(電気工事設計・施工)

0185-46-2155

男鹿市船川港船川字海岸通り26-2

－5－

0185-46-3105
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163 障害者支援施設 桐ヶ丘

018-1526

南秋田郡井川町寺沢字綱木沢
133-2

障害者の生活支援施設(介護者)

018-874-2272

164 株式会社 スズキ部品秋田

018-1516

南秋田郡井川町浜井川字家の東
192-1

輸送用機械器具製造業

018-874-2321

165 株式会社 八郎潟印刷

018-1606

南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷
地241-3

一般印刷業

018-875-4005

166 株式会社 宮盛

018-1734 南秋田郡五城目町大川字沖面195 製造業(構造用集成材製造販売)

167 秋田しんせい農業協同組合

015-8538 由利本荘市荒町字塒台１－１

農業協同組合(信用・共催・営農ほ
か)

0184-27-1661

168 株式会社 秋田新電元

015-0021 由利本荘市大浦字上谷地114-2

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、ｻｲﾘｽﾀ、ＭＯＳＦＥＴ等の
半導体製造

0184-22-2327

169 秋田プリマ食品 株式会社

015-8510 由利本荘市石脇字赤冗1

食肉加工製造業

0184-23-4186

170 池田ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ＆ｼｽﾃﾑ 株式会社 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野8-3

居宅介護、ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ、ｼｮｰﾄｽﾃｨ

0184-24-5601

171 菊地建設 株式会社

018-0731 由利本荘市大内三川字三川20

建設業(土木工事、建築物設計・管
理・施工)

0185-65-2022

018-1214 由利本荘市岩城冨田字根本9-3

老人介護ほか

0184-62-5001

172

(社福)久盛会
介護老人保健施設あまさぎ園

173 小林工業 株式会社

015-8686 由利本荘市石脇字赤兀１番地372 金型及びﾌﾟﾚｽ機製造

174 株式会社 三栄機械

018-875-2151

こちゃけ
登 載

こ

こ

0184-22-5320

こ

015-0051 由利本荘市川口字家妻146-3

産業用機械、鋼構造物設計・製作、
0184-23-1094
航空機械材製作

こ

015-0012 由利本荘市石脇字田尻３３

介護、通所リハビリ業

0184-23-7100

176 (社医)青嵐会 本荘第一病院

015-8567 由利本荘市岩渕下110番地

病院業、介護老人保健施設

0184-22-0111

177 廣瀬産業 株式会社

015-0014 由利本荘市石脇字山ﾉ神11-904

縫製業(ｱｳﾄﾄﾞｱ、ﾚｲﾝｳｪｱ、ﾃﾝﾄ、防
火衣等)

0184-22-6532

こ

178 ホンダヤマシナ 株式会社

015-0013 由利本荘市石脇字田尻野4-18

ﾎﾝﾀﾞ車販売、車検整備

0184-23-0231

こ

179 村岡建設工業 株式会社

015-0852 由利本荘市一番堰１８１

総合建設業(土木、建築、舗装工事) 0184-22-0630

こ

180 山科建設 株式会社

015-0404

181 (社福) 由愛会

015-0041 由利本荘市薬師堂字谷地287-2

182 由利工業 株式会社

018-0604

183 三共 株式会社

018-0402 にかほ市平沢字出ケ沢1-1

184 三和精鋼 株式会社

018－0404

185 株式会社 進プレ

018-0133 にかほ市象潟町関字西大坂1-54

175

(医療)荘和会
介護老人保健施設「しょうわ」

由利本荘市矢島町七日町字曲り渕 総合建設業(土木、建築、舗装工事 0184-55-2211
158-1
業)

由利本荘市西目町沼田字新道下
2-659

にかほ市芹田字六坊１５

－6－

社会福祉事業
(老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ、訪問介護)

0184-28-0222

積層ｾﾗﾐｯｸﾁｯﾌﾟｺﾝﾃﾞﾝｻ加工、
航空部品製造

0184-33-2140

総合建設業

0184-37-3055

鉄鋼・非鉄金属他、各種素材の切
断・加工販売

0184－38－3811

金属板金製造加工、航空機、
医療部品製造

0184-43-3906

こ

ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

連 絡 先

186 ダイワ工業 株式会社

018-0301 にかほ市黒川字平森58-4

製造業(金型、機械設備、精密部品 0184-38-2511
ほか)

187 有限会社 長沼製作所

018-0411 にかほ市院内字下横根2-1

板金・機械加工部品製造、生産設備
0184-36-3575
用
溶接

018-0311 にかほ市金浦字古賀の田31-2

特別養護老人ホーム

0184-44-8850

018-0129 にかほ市象潟町字才ノ神20-5

有料老人ﾎｰﾑ、介護・介護ｽｸｰﾙ、
障害福祉

0184-43-3353

188

(社福)明星福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ陽光苑

189 めいとｹｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社 和心

－7－

こちゃけ
登 載

