
●常設展示企業 ６１者 （五十音順）

出展企業名  主な展示品 所在地 HP

1 アートフォルム（有） 斧折樺木製品（くつべら、髪すき等）
〒018-5421

鹿角市十和田大湯字扇ノ平49-3-2
http://store.artform.jp/

2 (株)アイセス ソーラーLED街灯
〒018-1512

秋田郡井川町北川尻下田面替場11-1
https://www.aises.jp/

3 (株)アキタ・アダマンド フェルール、キャピラリ、ルビーメス
〒013-0053

横手市外目字上桜沢12-1
http://www.akita-adamant.co.jp/

4 秋田ウッド(株) AO-MWood、ウッドデッキ
〒017-0002

大館市白沢字松原570
http://www.akitawood.e-const.jp/

5 秋田エプソン(株)
インクジェットプリンター用ヘッド

腕時計のムーブメント部品

〒012-0801

湯沢市岩崎字壇ノ上1番地
https://www.epson.jp/company/akitaepson/

6 秋田･川連塗 寿次郎 川連漆器（箸、椀）
〒012-0105

湯沢市川連町字大舘下山王119-3
https://jujiro.jp/

7 アキタクロージング(株) カンコー学生服（夏、冬）、学生向けスラックス
〒018-5745

大館市比内町片貝字伊勢堂北94

8 秋田県漆器工業協同組合 川連漆器（椀、ぐい呑み、きらりプレート等）
〒012-0105

湯沢市川連町字大舘中野142-1
http://www.kawatsura.or.jp/

9 秋田商工会議所 秋田銀線細工
〒010-0923

秋田市旭北錦町１−４７
https://www.akitacci.or.jp/local/kogei/

10 秋田製錬(株) 亜鉛合金、電極亜鉛など
〒011-0911

秋田市飯島字古道下川端217-9
https://www.dowa.co.jp/

11 秋田八丈 ことむ工房 染織物「秋田八丈」（反物、ネクタイ、バッグ、札入れ、眼鏡ケース等）
〒018-3301

北秋田市綴子字戸草沢29

12 秋田木育プロジェクト 木製玩具（二輪車、モパラグ）
〒011-0936

秋田市将軍野南二丁目3-29
http://www.awtp.jp/

13 秋田ルビコン(株) アルミ電解コンデンサ
〒015-0221

由利本荘市東由利舘合字上ノ代１−１
http://www.rubycon.co.jp/

14 (株)アスター 完全防水LED照明2機種
〒013-0054

横手市柳田12-3
https://www.ast-aster.com/

15 アダマンド並木精密宝石(株) 人工サファイア結晶、ハンドスクライバー
〒012-0855

湯沢市愛宕町4-6-56
https://www.ad-na.com/

16 石垣鐵工(株) 鋼製階段（活性化センターへの階段）
〒018-5751

大館市二井田字陣ノ腰2-2
http://kaidan.biz/

17 (株)五十鈴製作所 太陽光追尾集光システム「SU:VO」
〒010-1415

秋田市御所野湯本4-1-4
https://iszmfg.co.jp/

18 伊藤工業(株) 秋田杉間伐材多目的ルーム（受付ブース）
〒010-1221

秋田市雄和平沢字舟津田78-1
http://www.ito-kogyo.jp/

19 (株)イトー鋳造 ダクタイル鋳鉄異形管
〒010-0941

秋田市川尻町字大川反170-73
http://www.ito-chuuzou.com/

20 (株)エコリサイクル 家電等からの各種リサイクル部品
〒017-0005

大館市花岡町字堂屋敷30-2
https://www.dowa-eco.co.jp/ER/

21 エドモンド･オプティクス･ジャパン(株) ガラス製レンズ、プリズム
〒012-0801

湯沢市岩﨑字壇ノ上3番地
https://www.edmundoptics.jp/

22 (株)大館工芸社 曲げわっぱ（弁当、カップ等）
〒017-0012

大館市釈迦内字家後29－15
http://www.magewappa.co.jp/

23 大橋鉄工秋田(株) パーキングロッド、オイルクーラーパイプ、フードサポートロッド等
〒013-0054

横手市柳田12-1
http://www.ohashi-akita.co.jp/

24 大曲の花火協同組合 花火玉模型
014-0073

大仙市内小友字山根８９番地３１
http://of-c.jp/

25 角館工芸協同組合 上下昇降デスク
〒014-0352

仙北市角館町外ノ山１８
https://www2.chuokai-akita.or.jp/kabazaiku/index.htm

26 神田工業(株) 航空機用部品
〒016-0122

能代市扇田字扇渕3-10
http://www.kanda-k.co.jp/company.html

27 木肌のぬくもり社 すかし彫り木製品（扇子、コースター等）
〒018-2641

山本郡八峰町八森字中浜136
http://kihadano.com/

28 協和精工(株) cBNエンドミル、腕時計（GREADY）
〒012-1103

雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛34-1
https://kyowaseiko.co.jp/

29 光山電気工業(株)秋田工場 ハイブリッドIC、セラミック基板、メタルオンチップ
〒014-0004

大仙市泉町4番52号
http://www.kohzan.co.jp/akita/index2.html

30 小坂製錬(株) レアメタル
〒017-0202

鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60-1
https://dowa-kosaka.co.jp/

31 （株）小松木工 スピーカー内蔵組子細工衝立
 〒013-0306

横手市大雄田村６６−５
http://komatumoko.co.jp/

32 (株)五洋電子 無線製品、ビデオカメラ
〒010-0201

潟上市天王字鶴沼台43-224
https://www.hitachi-kokusai.co.jp/goyo/

33 （有）サイカツ建設 ノイズが少なく、熱くならないLED電球
〒010-1421

秋田市仁井田本町2-22-20
https://saikatu.co.jp/

34 (株)シーズクラフト ３DCGアニメーション
〒010-0001

秋田市中通3-3-10 秋田スカイプラザ 6-C
https://cscraft.co.jp/

35
(株)ジェイテクト

(株)ジェイテクトIT開発センター秋田
RP-EPSステアリングシステム

〒010-0001

秋田市中通四丁目2番7号 日本生命秋田中央通ビル3F
https://www.jtekt-ita.com/

36 （有）柴田慶信商店 曲げわっぱ（おひつ、弁当等）
〒017-0044

大館市御成町2丁目15-28
http://magewappa.com/

37 (株)ゼロニウム ３DCGアニメーション
〒010-0951

秋田市山王6-15-11 松岡ビル1階
http://www.zeronium.com/

38 (株)大栄木工 秋田杉障子（国立競技場に納入）
〒016-0122

能代市扇田字扇淵12-2
https://www.daieimokko.co.jp/

39 (株)タニタ秋田
体組成計（「inner scan」「Nolve」）

活動量計、歩数計、睡眠計「スリープスキャン」

〒014-0113

大仙市堀見内字下田茂木添28-1
https://www.tanita.co.jp/

40 タルイシ機工（株） 航空機部品
〒010-0956

秋田市山王臨海町２－５４
http://www.taruishikikoh.co.jp/
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41 （有）樽冨かまた 秋田杉桶樽（おひつ、ビールジョッキ、片口銚子樽）
〒016-0895

能代市末広町4-3
https://www.tarutomi-kamata.com/

42 ＴＤＫ(株) DC-DCコンバータ、スマートフォン用電子部品
〒018-0402

にかほ市平沢字前田151
https://www.jp.tdk.com/corp/ja/index.htm

43 (株)東北フジクラ フレキシブルプリント配線版、各種センサ
〒010-1415

秋田市御所野湯本５丁目１−２
http://www.tf.fujikura.jp/

44 （株）東洋マーシャルアーツ・ディストリビューション 柔道着、トートバッグ
〒466-0058

名古屋市昭和区白金３丁目１９−２０
http://www.tmd-judo.jp/

45 （有）冨岡商店 樺細工（樺簾細工照明、茶筒等）
〒014-0325

仙北市角館町東勝楽丁2-2
https://tomioka-shoten.co.jp/

46 中野産業(株) 十和田石マウスパッド、コースター、キーホルダー
〒018-5722

大館市比内町中野下籾内38
https://towadaishi.jp/company/

47 ニプロ(株) 人工透析器ダイアライザー
〒018-5751

大館市二井田字羽貫谷地8-7
https://www.nipro.co.jp/

48 能代オリエンタルモーター(株) モーター＋ギヤヘッド、プロペラファン
〒016-0122

能代市扇田字扇渕4-9
https://noshiro-orientalmotor.co.jp/

49 (有)荻原製作所 秋田杉と広葉樹を用いた学習机セット
〒010-1601

秋田市向浜1-4-10
http://hagiwara-kagu.com/

50 ビーチ(株) 王様の夢枕 
〒018-2643

山本郡八峰町八森字家の上12-11
https://www.beech.co.jp/index.html

51 (株)フォチューナ ３DCGアニメーション
〒010-0953

秋田市山王中園町３−３０
https://www.fortuna-inc.jp/

52 (株)フォラックス教育 LED額縁
〒012-0015

秋田県湯沢市倉内字才の神41-8
https://www.voraxed.co.jp/

53 (株)藤木伝四郎商店 樺細工（輪筒、素筒、灯筒等）
〒014-0315

仙北市角館町下新町45
http://fujikidenshiro.co.jp/

54 (株)ほうこう 伝統生地を使用した洋服（２点）
〒010-1638

秋田市新屋表町２−１７
https://www.ho-ko.co.jp/

55 マテリアルリソーシング東北(株) リサイクルガラス造粒砂「サンドウェーブG」
〒012-0801

湯沢市岩崎字壇ノ上3-4
https://common3.pref.akita.lg.jp/recycle/business/detail.html?id=560

56 (株)丸松銘木店 豊かな海づくり大会演台
〒016-0844

能代市花園町7-11
https://www.akita-marumatu.co.jp/

57 三菱マテリアル電子化成(株) シリコンパーツ
〒010-8585

秋田市茨島3-1-6
https://www.mmc-ec.co.jp/

58 ミツミ電機（株）秋田工場 シャークフィンアンテナ他
〒018-1504

潟上市飯田川飯塚上堤敷９５−２
https://www.mitsumi.co.jp/

59 山二建設資材(株) 準不燃木材
〒010-1415

秋田市御所野湯本3-1-5
http://www.yamani-ks.co.jp/

60 YURIホールディングス（株） アルミ加工品
〒018-0604

由利本荘市西目町沼田新道下２−６５９
https://yuri-holdings.co.jp/

61 (株)レアーレ ラボ 完熟梅たまり（３種類）
〒010-0875

秋田市千秋明徳町1-21
https://www.reale-lab.co.jp/


