
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社 ローキー
サービス業（他に分
類されないもの）

秋田市飯島字砂田104-3

2 株式会社 シンタ 情報通信業 秋田市土崎港北5－2－15

3 有限会社 ＰＡＴＥＫ
サービス業（他に分
類されないもの）

秋田市茨島2丁目6－23

4
株式会社
さきがけ折込センター

サービス業（他に分
類されないもの）

秋田市御所野下堤2丁目1－6 http://www.sic-akita.co.jp/

5 秋田海陸運送株式会社 運輸業・郵便業 秋田市土崎港西2丁目5-9 http://www.kairiku.co.jp

6
株式会社 システムソリュー
ション

情報通信業
秋田市土崎港相染町字沼端71-
11

7 秋田協同印刷株式会社 製造業 秋田市八橋南2丁目10番34号
8 株式会社 イワモト 卸売業・小売業 秋田市泉北4-7-10
9 株式会社 寒風 建設業 男鹿市脇本脇本字前野1-1
10 株式会社 武藤電子工業 製造業 男鹿市船越字内子346
11 ニッポ電工株式会社 製造業 潟上市天王字塩口北野81－1
12 医療法人社団宝樹会 医療・福祉 潟上市天王字二田219-122
13 秋田ガルバー株式会社 製造業 秋田市向浜1丁目7-3

14 株式会社 第一会館
宿泊業、飲食サー
ビス業

秋田市大町5丁目4-28

15 奥羽住宅産業株式会社 建設業 秋田市大町2丁目6－29

16
ショートステイ陽福苑
有限会社 有明商店

医療・福祉 秋田市下北手松崎字上崎47-1

17 有限会社 コリウス 医療・福祉 秋田市仁井田字大野174-3
18 秋田マッカラー株式会社 卸売業・小売業 秋田市雄和田草川字本田241−44

19 タプロス株式会社 卸売業・小売業 秋田市寺内字後城322-3

20
株式会社 備品レンタルセン
ター　秋田営業所

不動産業、物品賃
貸業

秋田市寺内神屋敷19-6

21 有限会社 長沼製作所 製造業 にかほ市院内字下横根2-1

22 三光不動産株式会社
不動産業、物品賃
貸業

秋田市保戸野千代田町2番43号

23
株式会社 ジョンソン設備管
理

サービス業（他に分
類されないもの）

由利本荘市石脇字田尻野5-14

24 株式会社 岩田写真
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田市中通1丁目3－30 http://www.iwataphoto.tv/

25 合名会社 伊藤木材工業所 製造業 秋田市向浜一丁目４－６
26 日本機械工業株式会社 製造業 秋田市寺内字三千刈240-1
27 株式会社 角繁 卸売業・小売業 秋田市中通2丁目1-22 http://kakuhan.com

28
株式会社 秋田県分析化学セ
ンター

学術研究、専門・
技術サービス業

秋田市八橋字下八橋191-42 http://www.akibun.com

29 有限会社 次元
サービス業（他に分
類されないもの）

秋田市牛島東5-3-26　2F http://mamafami.com

30 有限会社 あきた村
生活関連サービス
業、娯楽業

秋田市下北手桜字桜谷地75－1

31
有限会社 秋田サカン・グ
ループ

建設業 秋田市桜2丁目27－9

32
有限会社 カントリーガーデ
ン

建設業 秋田市広面字鍋沼33－2 http://www.country-garden.jp
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※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。
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33 廣瀬産業株式会社 製造業
由利本荘市石脇字山ノ神11番地
904

34 有限会社 ディーキューブ
生活関連サービス
業、娯楽業

秋田市東通2-13-1 http://www.beetle-hair.com

35 株式会社 gerbera
生活関連サービス
業、娯楽業

秋田市桜台2-12-1 http://www.gerbera-akita.com

36 ショートスティ　とまと 医療・福祉 秋田市八橋イサノ1-13-17 http://shortstay-tomato.jp

37
株式会社
テクニカルマネジメントチー
ム

建設業 秋田市東通6丁目1－31

38 株式会社 トラパンツ 情報通信業 秋田市旭北栄町1-46
39 日本精機株式会社 製造業 秋田市川尻町字大川反170-28
40 特定非営利活動法人Ｆａｎ 教育、学習支援業 秋田市下北手松崎字大沢田74
41 本荘電気工業株式会社 建設業 秋田市八橋本町3丁目3-3
42 株式会社 アイネックス 卸売業・小売業 秋田市牛島西1丁目4番5号 http://www.inecx.co.jp

43 株式会社　大館製作所 製造業 大館市大茂内字中瘤之木岱49-1 http;//ohdate.jp
44 大館桂工業　株式会社 建設業 大館市御成町3-7-17 http://ohdate-katura.co.jp

45 大館ヤクルト販売　株式会社 卸売・小売業 大館市岩瀬字谷地の平4-52
46 大和産業 株式会社 卸売・小売業 大館市根下戸字小館花尻180-1
47 東光鉄工　株式会社 製造業 大館市釈迦内字稲荷山下19-1 http://www.toko-akita.co.jp

48
東光コンピュータ・サービス
株式会社

情報通信業 大館市御成町4丁目8-74 http://www.tcs.tokogrp.co.jp

49 東光保険サービス　株式会社 金融・保険業 大館市御成町4丁目8-74
50 三浦木材　株式会社 卸売・小売業 大館市上代野字上代野5-1 http://homepage3.niffty.com/miuramokuzai/

51 株式会社　大館工芸社 製造業 大館市釈迦内字家後29-1 http://www.magewappa@co.jp

52 有限会社　トリトンハウス 金融・保険業 大館市御成町2-9-2 http://www.toriton.co.jp

53 有限会社 山田政一商店
電気・ガス・熱
供給・水道業

大館市中道1丁目4-1

54
有限会社 安部自動車整備工
業

その他のサービ
ス業

大館市餅田1丁目1-9

55 株式会社　やたて 飲食店・宿泊業 大館市長走字陣場311

56 有限会社 やまぐち理美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿角市十和田大湯231 http://www.liv-estate.com

57 hairstudio Boo-Bee
生活関連サービ
ス・娯楽業

大館市片山町3-7-5 hairboobee.xsrv.jp

58 株式会社　北秋オーエス 卸売・小売業 大館市御成町1丁目6-5
59 有限会社　クイック 製造業 鹿角市尾去沢字下大屋布3

60
有限会社　エルアイズコーポ
レーション

医療・福祉
八峰町峰浜水沢字三ツ森カッチ
キ台3-1

61 株式会社　ワンダフルライフ 医療・福祉 能代市落合字落合84-3
62 株式会社　ケアフルN&Y 医療・福祉 能代市落合字下釜谷地148-2
63 株式会社　文蔵 医療・福祉 能代市南元町3-10
64 株式会社　グットスマイル 医療・福祉 能代市二ツ井町仁鮒字家後34-3
65 株式会社　フルタイム 医療・福祉 能代市東町3番18号

66
株式会社 ドリームホープな
かよし

医療・福祉 能代市浅内字頭無上217-2 http://www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

67
特定非営利活動法人　ドリー
ムホープなかよし

医療・福祉 能代市浅内字清水下1-5 http://www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

68
特定非営利活動法人　ドリー
ムホープなかよし  なかよし
の家 デイサービス

医療・福祉 能代市通町3-15 http://www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

69

特定非営利活動法人　ドリー
ムホープなかよし
　デイサービスセンター ケ
アプランセンター

医療・福祉 能代市浅内字清水下1-5 http://www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

70
社会福祉法人 ドリームホー
プなかよし りぼん

医療・福祉 能代市浅内字押出162-1 http://dreamhope-nakayoshi.jp

71
有限会社 ほのぼの ショート
ステイ ほのぼの

医療・福祉 大館市根下戸新町1-15 http://www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

72
有限会社 ほのぼの グループ
ホーム ほのぼの

医療・福祉 大館市早口字弥五郎沢2番地25

73 秋田ウッド 株式会社 製造業 大館市白沢字松原570 　http://www.akitawood.e-const.jp

74 アロマシャイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿角市十和田毛馬内字上陣場
34-3　1-B

http://www.aromashine.net



75 秋田比内や 株式会社 製造業 大館市葛原字洞喰向11番地15 http://www.akitahinaiya.co.jo

76 有限会社　柴田慶信商店 製造業 大館市御成町2丁目15-28 http://magewappa.com
77 在宅療養支援施設　柏葉寿 医療・福祉 大館市清水1丁目1-63 http://www.nougeka.jp/

78 株式会社　なが岡 医療・福祉
大館市比内町扇田字扇田423番
地

http://takkomori.com

79
デイサービス　よりあいたっ
こ森

医療・福祉
大館市比内町扇田字扇田423番
地

http://takkomori.com

80 有限会社　日樽 製造業 大館市釈迦内字土肥17-3
81 有限会社　さとう印刷工業 製造業 大館市餅田字向田147-3

82 有限会社タンデム 製造業
横手市大森町板井田字高八卦
42-1

83 株式会社雄勝野きむらや 製造業 湯沢市下院内常磐町91 www.iburigakko.com

84
有限会社ゼンコーポレーショ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

横手市婦気大堤字田久保下184-
1

85 株式会社アキオ制靴湯沢工場 製造業 湯沢市字中野97-1 http://WWW.aKioshoes.co.jp

86 有限会社秋田雪国科学 建設業
横手市十文字町上鍋倉字東坊田
野47-8

87 美容室シェイプ
生活関連サービ
ス・娯楽業

横手市柳田字持田185

88 株式会社東北ライフケア 医療・福祉 仙北市田沢湖小松字本町100-1
89 有限会社永山工務店 建設業 仙北市角館町西長野高森38 www.nagayama-koumuten.jp/

90 株式会社ライフステージ 医療・福祉 湯沢市成沢字堤端155
91 株式会社オフィスレイ 医療・福祉 仙北市生保内字街道ノ上80-2 http://officeray.co.jp
92 有限会社はる風 医療・福祉 横手市大森町字菅生田245-226
93 株式会社熊谷精工 製造業 湯沢市杉沢字森道上185-10
94 有限会社若竹 医療・福祉 仙北郡美郷町畑屋字狐塚213-1

95 有限会社花宝堂　六郷葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

仙北郡美郷町六郷字西高方町87 www.kahodo.com

96 有限会社マルシン 卸売・小売業 横手市安田字柳堤2-51

97
特定非営利活動法人ファミー
ユ

医療・福祉 湯沢市愛宕町3-2-30 www.npo-f.com


