
1 Ａ－① 菊地建設(株) 建設業 土木工事、建築工事等 由利本荘市大内三川字三川20

2 Ａ－②
由利本荘医師会立
由利本荘看護学校

医療・福祉・介護 看護職員養成 由利本荘市水林457番7

3 Ａ－③ (有)佐々木自動車 自動車整備業 自動車整備、板金・塗装 由利本荘市岩谷町字松山99

4 Ａ－④ 木内組土建(株) 建設業 土木工事等 由利本荘市一番堰267

5 Ａ－⑤ (株)グリーンフォレスト仁賀保 林業 植林や下刈り等の保育業務 にかほ市三森字上々免15-2

6 Ａ－⑥
（社福）わかば会／池田ライフ

サポート＆システム(株)
医療・福祉・介護

特別養護老人ホームの運営、
居宅介護支援等

由利本荘市石脇字田尻野8-3

7 Ａ－⑦ 小松測量設計(株) 技術サービス業 測量、建設コンサルタント 由利本荘市薬師堂字谷地124-2

8 Ａ－⑧ (株)ナイス 小売業 食料品、日用品等の販売 秋田市御所野湯本六丁目2-40

9 Ｂ－① 由利本荘市役所 地方公共団体 行政サービス全般 由利本荘市尾崎17

10 Ｂ－② 矢島建設(株) 建設業 土木工事等
由利本荘市矢島町七日町字曲り渕123-
1

11 Ｂ－③
東北電力ネットワーク(株)

本荘電力センター
一般送配電事業 電気の送配電 由利本荘市砂子下6

12 Ｂ－④ ＴＤＫ(株) 製造業（電子部品等） 電子部品・デバイス製造等 にかほ市平沢字立沢200

13 Ｂ－⑤ 秋田県心身障害者コロニー 医療・福祉・介護 生活介護、就労継続支援等 由利本荘市西目町出戸字孫七山３-２

14 Ｂ－⑥ 秋田日産自動車(株)本荘店 小売業 自動車販売 由利本荘市井戸尻21-5

15 Ｂ－⑦ 高橋秋和建設(株) 建設業 土木工事、港湾・漁港工事等
由利本荘市西目町沼田字弁天前40-
198

16 Ｂ－⑧ 本荘由利森林組合 林業 森林整備、素材生産等 由利本荘市水林381

17 Ｃ－①
(株)プレステージインターナショナル

秋田ＢＰＯにかほキャンパス サービス業 ロードサービスの提供等 にかほ市平沢字堺田84-1

18 Ｃ－② (有)サン測量設計事務所 技術サービス業 測量業務 土木設計等 由利本荘市二番堰33-3

19 Ｃ－③ ルビコン(株)秋田事業所 製造業（電子部品等） アルミ電解コンデンサの製造等 由利本荘市東由利舘合字上ノ代1-1

20 Ｃ－④ (株)秋田ニューバイオファーム サービス業 観光農園、飲食店、食品加工等 由利本荘市西目町沼田字新道下490-5

21 Ｃ－⑤ (株)大沼組 建設業 土木工事、建築工事等 由利本荘市東由利蔵字蔵113-2

22 Ｃ－⑥ 秋田しんせい農業協同組合 農業 営農指導等 由利本荘市荒町字塒台1-1

23 Ｃ－⑦ （公社）秋田県トラック協会 運送業
交通安全対策・環境対策・労

働環境対策等
秋田市寺内蛭根一丁目15-20

24 Ｃ－⑧ 村岡建設工業(株) 建設業 土木工事、建築工事等 由利本荘市一番堰181

25 Ｄ－① (株)池田／(株)池田薬局 卸売・小売業
農業資材販売、農産物直売
所・食堂運営等／調剤等

由利本荘市川口字八幡前261

26 Ｄ－② (株)藤興業 林業 素材生産・森林土木等 由利本荘市東由利舘合字五海保2

27 Ｄ－③ (有)佐藤工務店 建設業 土木工事等 由利本荘市西沢字上屋敷17-1

28 Ｄ－④ 秋田県歯科医療専門学校 医療・福祉・介護 歯科衛生士養成 秋田市八橋南1丁目8-8

29 Ｄ－⑤ 小林テック(株) 製造業（電子部品等）
各種電子部品の加工、組み

立て等
由利本荘市矢島町城内字沖小田429

30 Ｄ－⑥ 秋田マテリアル(株) リサイクル業
金属全般、プラスチックのリサイ

クル等 にかほ市平沢字深谷地16-8

31 Ｄ－⑦ 山勇建設工業(株) 建設業 土木工事等 由利本荘市舘字中島231-1

32 Ｄ－⑧ 秋田県立大学 高等教育機関 高等教育
本荘キャンパス
由利本荘市土谷字海老ノ口84-4

４　参加企業リスト　【午前の部】

No. ブースＮｏ． 企業名 業種（業界） 取扱商品、業務内容等 住所



1 Ａ－① 山科建設(株) 建設業 土木工事、建築工事等
由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158-
1

2 Ａ－②
由利本荘医師会立
由利本荘看護学校

医療・福祉・介護 看護職員養成 由利本荘市水林457-7

3 Ａ－③ (有)佐々木自動車 自動車整備業 自動車整備、板金・塗装 由利本荘市岩谷町字松山99

4 Ａ－④ 木内組土建(株) 建設業 土木工事等 由利本荘市一番堰267

5 Ａ－⑤ (株)グリーンフォレスト仁賀保 林業 植林や下刈り等の保育業務 にかほ市三森字上々免15-2

6 Ａ－⑥
（社福）わかば会／池田ライフ

サポート＆システム(株)
医療・福祉・介護

特別養護老人ホームの運営、
居宅介護支援等

由利本荘市石脇字田尻野8-3

7 Ａ－⑦ 小松測量設計(株) 技術サービス業 測量、建設コンサルタント 由利本荘市薬師堂字谷地124-2

8 Ａ－⑧ (株)ナイス 小売業 食料品、日用品等の販売 秋田市御所野湯本六丁目2-40

9 Ｂ－① 鴻池メディカル(株) 福祉・医療サービス 医療機器の洗浄・滅菌等 由利本荘市岩城二古字向村11-1

10 Ｂ－② 矢島建設(株) 建設業 土木工事等
由利本荘市矢島町七日町字曲り渕123-
1

11 Ｂ－③ 東北電力(株)秋田支店 電気事業 電力供給、発電等 秋田市山王五丁目15-6

12 Ｂ－④ ＴＤＫ(株) 製造業（電子部品等） 電子部品・デバイス製造等 にかほ市平沢字立沢200

13 Ｂ－⑤ 秋田県心身障害者コロニー 医療・福祉・介護 生活介護、就労継続支援等 由利本荘市西目町出戸字孫七山３-２

14 Ｂ－⑥ (株)向学舎グループ 教育支援業 学習塾 秋田市保戸野千代田町7-1

15 Ｂ－⑦ 羽後信用金庫 金融業 預金業務、融資業務等 由利本荘市本荘13

16 Ｂ－⑧ 本荘由利森林組合 林業 森林整備、素材生産等 由利本荘市水林381

17 Ｃ－①
(株)プレステージインターナショナル

秋田ＢＰＯにかほキャンパス サービス業 ロードサービスの提供等 にかほ市平沢字堺田84-1

18 Ｃ－② (有)サン測量設計事務所 技術サービス業 測量業務 土木設計等 由利本荘市二番堰33-3

19 Ｃ－③ (株)秋田新電元 製造業（電子部品等） 半導体・電子部品の製造等 由利本荘市大浦字上谷地114-2

20 Ｃ－④ あきた漁業スクール 漁業 次代を担う漁業者の育成 秋田市土崎港西一丁目5-11

21 Ｃ－⑤ (株)大沼組 建設業 土木工事、建築工事等 由利本荘市東由利蔵字蔵113-2

22 Ｃ－⑥ 秋田しんせい農業協同組合 農業 営農指導等 由利本荘市荒町字塒台1-1

23 Ｃ－⑦ （公社）秋田県トラック協会 運送業
交通安全対策・環境対策・労

働環境対策等
秋田市寺内蛭根一丁目15-20

24 Ｃ－⑧ 由利工業(株) 製造業（電子部品等）
積層セラミックチップコンデ

ンサ製造、 精密洗浄
由利本荘市西目町沼田字新道下2-659

25 Ｄ－① (株)池田／(株)池田薬局 卸売・小売業
農業資材販売、農産物直売
所・食堂運営等／調剤等

由利本荘市川口字八幡前261

26 Ｄ－② (株)藤興業 林業 素材生産・森林土木等 由利本荘市東由利舘合字五海保2

27 Ｄ－③ (有)佐藤工務店 建設業 土木工事等 由利本荘市西沢字上屋敷17-1

28 Ｄ－④ 秋田県歯科医療専門学校 医療・福祉・介護 歯科衛生士養成 秋田市八橋南1丁目8-8

29 Ｄ－⑤ 小林テック(株) 製造業（電子部品等）
各種電子部品の加工、組み

立て等
由利本荘市矢島町城内字沖小田429

30 Ｄ－⑥ 秋田マテリアル(株) リサイクル業
金属全般、プラスチックのリサイ

クル等 にかほ市平沢字深谷地16-8

31 Ｄ－⑦ 秋田ダイハツ販売(株) 小売業 自動車販売 秋田市御所野湯本三丁目1-7

32 Ｄ－⑧ 秋田県立大学 高等教育機関 高等教育
本荘キャンパス
由利本荘市土谷字海老ノ口84-4

４　参加企業リスト　【午後の部】

No. ブースＮｏ． 企業名 業種（業界） 取扱商品、業務内容等 住所


