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No 企業名 業種 事業内容

1 幸和グループ
 卸、小売業、

建設土木機械、
資材等の販売

建設・土木機械、資材等の販売
仮設、保安用品等のリース

2 株式会社能代青果地方卸売市場 卸売業 野菜・果物などの卸売

3 株式会社ハムセンター秋田 小売業
携帯電話の販売とアフターサービス全般
大手固定電話サービスの販売
OＡ機器の販売及びアフターサービス全般、外食事業部

4 三国商事株式会社
卸売業・小売業
（燃料小売業）

・石油製品の販売及
 （ガソリン、灯油、軽油、A重油、潤滑油）
・食品類、カー用品、日用雑貨品の販売・自動車整備業

5 株式会社サークス 飲食業 モスバーガー、赤から鍋と焼肉「赤から」の運営

6 株式会社エイコー産業
フィットネス施設の

運営
女性だけの30分健康体操教室「カーブス」の運営

7
大森建設株式会社
（大森グループ）

総合建設業ほか
総合建設業、再生可能エネルギー事業、研究開発事業を
はじめ、福祉産業、寝具・インテリアの製造販売日本酒
事業など、１４社からなる多角化経営を展開

8 株式会社清水企業
建設業

（土木一式）

・公共工事・災害復旧工事
 （道路・河川・海岸・治山など）
・線路保守工事
 （JR奥羽線・JR五能線のメンテナンス工事）
・建設工事全般に関する業務

9 中田建設株式会社 総合建設業
・主として土木・建築工事の請負
・不動産売買および賃貸・管理
・再生可能エネルギーによる発電および売電

10 能代電設工業株式会社 建設業
能代火力発電所の保守・保全作業
民間、官公庁の電気工事、通信、機械
関係工事ほか

11 株式会社日沼工務店 建築業 注文住宅、一般建築工事の設計・施工

12 秋木製鋼株式会社
鋳鋼製造業、

機械器具製造業

重電機器部品、破砕機部品（耐摩耗鋳鋼品)バルブ･ポン
プ、電機、産機、一般部品、設計機械加工および組立
品、製缶品など、鋳鋼素材から機械加工、組み立てまで
の一貫生産

13 アキモク鉄工株式会社 製造業
・鋼構造物の設計・製造・据付
・産業機械の加工・組立

14 住鉱テック株式会社 能代工場 製造業
端子、コネクタ、樹脂成型品、組立品など電子部品の製
造・販売および金型、治工具の製作

15 能代オリエンタルモーター株式会社 製造業
モーター、ギアヘッド、クーリングファンのアルミダイ
カスト部品の鋳造、塗装、切削加工の一貫生産

16 第一観光バス株式会社
道路旅客運送業

（乗合、貸切、タクシー）
貸切バス、路線バス、タクシーの運行

17 能代運輸株式会社 運送業

・一般貨物自動車運送業
・一般港湾運送事業
・能代火力発電所の船内荷役作業
・通関業船舶代理店、倉庫業など

18 株式会社三協運輸 物流業
一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、産業廃棄
物収集運搬事業、倉庫事業（常温・低温）、農産物検査
業務、建設業

19 有限会社山内自動車商会 自動車整備業
車検、点検、鈑金塗装、自動車販売（新車、中古車）
保険代理店

20
土地家屋調査士
コニシ登記測量事務所

専門サービス業
（他に分類されないもの）、

土地家屋調査士事務所

不動産の表示に関する登記について必要な、土地・家屋
に関する調査又は測量、登記の申請手続き及び筆界特定
の手続きについての代理業務

21 有限会社米道ふたつい 農業 農産物生産販売、農作業受託、農産物加工販売

22 吉岡林業株式会社 林業
木材の伐採、搬出及び造林事業の請負、山林の経営
立木の買い取り素材丸太の販売、銘木、木製工芸品の製
造・加工並びに販売、特殊材の注文販売

23 桑原木材株式会社 能代工場 一般製材業 原木（高樹齢木）から製材と加工

24 株式会社コシヤマ 建具工事業 木製サッシ・室内建具製造

25 株式会社大栄木工 建具製造、取付工事 木製建具（障子、襖、格子等）、防火戸の製造
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26 株式会社マルサ 木製品製造業 木工事、木建工事、家具工事の製造・販売及び施工

27
独立行政法人地域医療機能推進機構
秋田病院

総合病院 医療業

28 株式会社塚本商会 建設業 土木工事、舗装工事

29 有限会社石井電気工事 電気工事業
工場、住宅、公共施設の屋内配線工事・工事現場の管理
業務

30 株式会社ジュリア東北支社 卸売・小売業 アクセサリー雑貨等の輸入・卸・販売

31 株式会社サンワ興建 建設業 住宅・公共施設・畜舎等の設計建設事業　不動産事業

32 株式会社北羽新報社 日刊新聞発行 北羽新報制作、発行、配達

33 株式会社鹿渡工業
地質調査業・水道業

設備工事業・土木工事業
さく井工事業

地質調査、給排水冷暖房衛生設備工事、井戸工事
水道工事、融雪工事、建設コンサルタントに係る管理・
実務全般

34 斎藤建設株式会社 土木建設業 土木・ほ装・管・解体　工事

35 株式会社市川スチールエンジニアリング 鋼構造物工事業 鋼構造物の設計・製造・据付け

36 米代トラック株式会社

一般区域貨物自動車運送業
素材生産事業・産業廃棄物

処理業（収集運搬）
解体工事業

木材・産業廃棄物・その他一般貨物輸送
素材生産（伐木造材・架線・集材）請負

37 　株式会社東亜測量設計 技術サービス業 測量・土木設計

38 　株式会社協立 管工事業
給排水衛生設備・空調換気設備・消防設備・排水管布設
機械器具設置など各工事

39 　中友商事(株)
セメント・セメント製品製

造業
生コンクリート製造販売

40 　株式会社北部測量設計 測量設計業
農業土木及び一般土木設計、測量一般、調査、計画、
ＩＣＴ（情報通信技術）

41 　社会福祉法人のしろ汐風会 老人福祉・介護事業
特別養護老人ホーム・短期入所者生活介護等の介護事業
の運営　保育園の運営　子供食堂の運営。

42 　大信太工業株式会社 建設業 型枠工事、住宅新築・リフォーム工事

43 　株式会社リブエス 不動産業 不動産の賃貸・売買・管理・分譲など

44 　株式会社共和技研 専門・技術サービス業 測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント

45
　株式会社創栄
　サービス付き高齢者向け住宅心愛の郷

介護 入居者の介護全般

46 　有限会社成金金物店
卸売業、管工事業

サッシ業
金物類販売、水道事業、サッシ工事

47
　朝日総合株式会社
　アパマンショップ能代店

不動産業 不動産 賃貸仲介業・売買仲介業

48 　株式会社あきた創生マネジメント 介護事業
利用者の食事・入浴・排泄介助、外出支援、余暇活動な
ど

49 　秋田エコプラッシュ株式会社

製造業
（プラスチックリサイクル
とリサイクル製品の製造販

売）

容器包装プラの再商品化事業・廃プラと添加剤を混錬
し、改質したコンパウンドペレットの製造・成形事業

50 　株式会社松峰園 サービス業 介護事業

51 　東北印刷株式会社 印刷業
カラーオフセット印刷、撮影、企画、デザイン、一般印
刷、シール印刷　他

52 　本荘電気工業株式会社　能代営業所 建設業（電気設備）
電気工事施工管理、電気通信工事、機械器具設置工事、
消防施設工事、管工事

53 　ファームズ株式会社 保険代理店業 保険商品(生命保険・損害保険）の販売

54 　株式会社県北パネル 製造業 木材・木製品製造

55 　中国木材株式会社　能代工場 製造業
製材業、住宅構造材の製造・販売、バイオマス発電、山
林事業


