
【第１期】秋田県ＳＤＧｓパートナー一覧（五十音順）

1 秋田市 株式会社アースアンドウォーター 企業:サービス業（他に分類されないもの）

2 秋田市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

3 横手市 株式会社アイ・クリエイト 企業:製造業

4 秋田市 株式会社I's 企業:建設業

5 井川町 株式会社アイセス 企業:製造業

6 秋田市 株式会社アイネックス 企業:卸売業、小売業

7 大館市 特定非営利活動法人あき活Lab 特定非営利活動法人

8 秋田市 秋田いすゞ自動車株式会社 企業:卸売業、小売業

9 秋田市 有限会社アキタエージェンシー 企業:金融業、保険業

10 能代市 秋田エコプラッシュ株式会社 企業:製造業

11 秋田市 協同組合秋田卸センター 団体

12 にかほ市 秋田化学工業株式会社 企業:製造業

13 横手市 有限会社秋田かまくらミート 企業:卸売業、小売業

14 秋田市 秋田基準寝具株式会社 企業:複合サービス事業

15 秋田市 株式会社秋田キャッスルホテル 企業:宿泊業、飲食サービス業

16 秋田市 秋田共立株式会社 企業:金融業、保険業

17 秋田市 株式会社秋田銀行 企業:金融業、保険業

18 秋田市 一般社団法人秋田県SDGs協会 団体

19 秋田市 特定非営利活動法人秋田県就労・生活自立サポートセンター 特定非営利活動法人

20 秋田市 秋田県信用保証協会 団体

21 秋田市 一般財団法人秋田県総合公社 団体

22 秋田市 秋田県素材生産流通協同組合 団体

23 秋田市 株式会社秋田県分析化学センター 企業:サービス業（他に分類されないもの）

24 大館市 特定非営利活動法人秋田県北エヌピーオー支援センター 特定非営利活動法人

25 秋田市 一般社団法人秋田県林業コンサルタント 団体

26 秋田市 協同組合秋田市民市場 企業:不動産業、物品賃貸業

27 秋田市 秋田商工会議所 団体

28 藤里町 特定非営利活動法人あきた白神の森倶楽部 特定非営利活動法人

29 由利本荘市 株式会社秋田新電元 企業:製造業

30 秋田市 秋田信用金庫 企業:金融業、保険業

31 秋田市 秋田製材協同組合 団体

32 大仙市 秋田清酒株式会社 企業:製造業

33 能代市 株式会社あきた創生マネジメント 企業:医療、福祉

34 秋田市 国立大学法人秋田大学 教育・研究機関

35 秋田市 株式会社秋田ダイドー 企業:卸売業、小売業

36 秋田市 あきた知的財産事務所 個人事業

37 秋田市 秋田テレビ株式会社 企業:情報通信業

38 秋田市 秋田友の会 団体

39 由利本荘市 株式会社秋田ニューバイオファーム 企業:製造業

40 秋田市 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

41 秋田市 特定非営利活動法人あきたパートナーシップ 特定非営利活動法人

42 秋田市 株式会社秋田病理組織細胞診研究センター 企業:医療、福祉

43 秋田市 株式会社秋田物流センター 企業:運輸業、郵便業

44 横手市 株式会社秋田ふるさと村 企業:サービス業（他に分類されないもの）

45 秋田市 株式会社秋田放送 企業:情報通信業

46 大館市 株式会社秋田ホーム 企業:建設業

47 秋田市 株式会社アキタ保険 企業:金融業、保険業

48 秋田市 有限会社秋田保険企画 企業:金融業、保険業

49 にかほ市 秋田マテリアル株式会社 企業:製造業

50 秋田市 秋田三菱自動車販売株式会社 企業:卸売業、小売業

51 秋田市 特定非営利活動法人あきた結いネット 特定非営利活動法人

52 潟上市 株式会社秋田ライフデザイン　ショートステイかたがみ 企業:医療、福祉

53 大仙市 有限会社アクティブ 企業:卸売業、小売業

54 秋田市 株式会社あくら 企業:製造業
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55 秋田市 株式会社アズマカンパニー 企業:卸売業、小売業

56 大仙市 東電化工業株式会社 企業:製造業

57 秋田市 株式会社アチカ 企業:情報通信業

58 秋田市 株式会社アド東北 企業:サービス業（他に分類されないもの）

59 大仙市 アネスト岩田株式会社　秋田工場 企業:製造業

60 秋田市 秋田県立新屋高等学校 教育・研究機関

61 秋田市 イーホテル秋田アネックス 企業:宿泊業、飲食サービス業

62 秋田市 イオン東北株式会社 企業:卸売業、小売業

63 井川町 井川町 地方公共団体

64 由利本荘市 株式会社池田 企業:卸売業、小売業

65 秋田市 石井建築設計事務所 個人事業

66 秋田市 株式会社イシカワ 企業:卸売業、小売業

67 にかほ市 株式会社板垣工業 企業:製造業

68 横手市 株式会社伊藤組造園 企業:建設業

69 横手市 伊藤建設工業株式会社 企業:建設業

70 秋田市 伊藤工業株式会社 企業:建設業

71 大館市 株式会社伊徳 企業:卸売業、小売業

72 湯沢市 株式会社稲庭うどん小川 企業:製造業

73 湯沢市 稲庭手延製麺株式会社 企業:製造業

74 仙北市 インスペック株式会社 企業:製造業

75 秋田市 Webデザイン　アトリエオー 個人事業

76 秋田市 株式会社ウェンティ・ジャパン 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

77 由利本荘市 羽後信用金庫 企業:金融業、保険業

78 秋田市 羽後設備株式会社 企業:建設業

79 羽後町 羽後町 地方公共団体

80 秋田市 株式会社ウヌマ地域総研 企業:学術研究、専門・技術サービス業

81 秋田市 株式会社エイビック 企業:サービス業（他に分類されないもの）

82 大仙市 エスエイチファーマーズ合同会社 企業:農業、林業

83 美郷町 S-globe 個人事業

84 男鹿市 株式会社SKO　男鹿観光ホテル 企業:宿泊業、飲食サービス業

85 男鹿市 株式会社SKO　男鹿ホテル 企業:宿泊業、飲食サービス業

86 男鹿市 株式会社SKO　セイコーグランドホテル 企業:宿泊業、飲食サービス業

87 大仙市 有限会社ＳＫホーム 企業:建設業

88 秋田市 株式会社NTT東日本 -東北 秋田支店 企業:情報通信業

89 秋田市 株式会社エフエム秋田 企業:情報通信業

90 秋田市 有限会社エフ・ジー 企業:農業、林業

91 秋田市 株式会社Everyone 企業:建設業

92 大仙市 株式会社Ｍ’sコーポレーション 企業:卸売業、小売業

93 大潟村 大潟村 地方公共団体

94 由利本荘市 株式会社大滝 企業:鉱業、採石業、砂利採取業

95 大館市 大館商工会議所 団体

96 大館市 株式会社大館ロイヤルホテル 企業:宿泊業、飲食サービス業

97 大仙市 大仙市立大曲南中学校 教育・研究機関

98 大仙市 株式会社大曲油脂 企業:サービス業（他に分類されないもの）

99 秋田市 株式会社ＡＬＬ－Ａ 企業:サービス業（他に分類されないもの）

100 男鹿市 男鹿市 地方公共団体

101 秋田市 株式会社岡精組 企業:建設業

102 横手市 織田果樹園 個人事業

103 秋田市 ＯＦＦＩＣＥ　ＪＩＮ 個人事業

104 にかほ市 オフィスゆうぐん 個人事業

105 大仙市 加賀谷興業 個人事業

106 秋田市 株式会社角繁 企業:卸売業、小売業

107 横手市 有限会社カスガ保険 企業:金融業、保険業

108 潟上市 潟上市 地方公共団体

109 潟上市 株式会社カタリスト 企業:教育、学習支援業

110 鹿角市 株式会社かづの観光物産公社 企業:複合サービス事業
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111 鹿角市 鹿角子どもSDGs 団体

112 秋田市 株式会社かんきょう 企業:不動産業、物品賃貸業

113 秋田市 認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム 特定非営利活動法人

114 北秋田市 北秋田市 地方公共団体

115 秋田市 北日本コンピューターサービス株式会社 企業:情報通信業

116 大仙市 有限会社共栄メディカル 企業:卸売業、小売業

117 秋田市 医療法人杏仁会　御所野ひかりクリニック 企業:医療、福祉

118 大仙市 協伸精鋼株式会社 企業:製造業

119 湯沢市 株式会社協同企画　湯沢ロイヤルホテル 企業:複合サービス事業

120 秋田市 株式会社共同スチール 企業:製造業

121 秋田市 株式会社きららホールディングス 企業:医療、福祉

122 秋田市 株式会社きららライフクリエーション 企業:サービス業（他に分類されないもの）

123 潟上市 有限会社クイック 企業:製造業

124 秋田市 有限会社熊谷機械設計 企業:学術研究、専門・技術サービス業

125 大仙市 有限会社熊谷鉄工 企業:製造業

126 秋田市 特定非営利活動法人蜘蛛の糸 特定非営利活動法人

127 秋田市 Ｃｕｒａｎｄ株式会社 企業:建設業

128 秋田市 株式会社クロスタニン秋田MIRAIZ 企業:卸売業、小売業

129 秋田市 学校法人敬愛学園　国学館高等学校 教育・研究機関

130 秋田市 株式会社ケイライン 企業:運輸業、郵便業

131 大仙市 株式会社県南プレスセンター 企業:学術研究、専門・技術サービス業

132 秋田市 株式会社コア　秋田技術センター 企業:情報通信業

133 由利本荘市 吾愛郷株式会社 企業:宿泊業、飲食サービス業

134 秋田市 学校法人コア学園　秋田コアビジネスカレッジ 教育・研究機関

135 大館市 特定非営利活動法人工房ＪＯＹさあくる 特定非営利活動法人

136 秋田市 株式会社ココハウス 企業:建設業

137 小坂町 小坂町 地方公共団体

138 秋田市 株式会社こすもす秋田 企業:サービス業（他に分類されないもの）

139 横手市 株式会社小松木工 企業:建設業

140 秋田市 株式会社コンセプト 企業:サービス業（他に分類されないもの）

141 秋田市 株式会社佐々木組 企業:建設業

142 秋田市 有限会社佐々木製作所 企業:製造業

143 秋田市 佐田建設工業有限会社 企業:建設業

144 秋田市 株式会社サノ 企業:卸売業、小売業

145 秋田市 株式会社サノ・ファーマシー 企業:卸売業、小売業

146 由利本荘市 株式会社三栄機械 企業:製造業

147 秋田市 株式会社サンエスコミュニティ 企業:建設業

148 秋田市 三建塗装株式会社 企業:建設業

149 秋田市 三傳商事株式会社 企業:卸売業、小売業

150 男鹿市 株式会社山王電機製作所 企業:製造業

151 秋田市 株式会社三戸印刷所 企業:製造業

152 秋田市 有限会社サンライズ保険 企業:金融業、保険業

153 横手市 株式会社ＪＡＷＡ秋田 企業:医療、福祉

154 秋田市 株式会社ＪＴＢ秋田支店 企業:サービス業（他に分類されないもの）

155 男鹿市 株式会社清水組 企業:建設業

156 大館市 秋北バス株式会社 企業:運輸業、郵便業

157 由利本荘市 株式会社ジョンソン設備管理 企業:複合サービス事業

158 八峰町 特定非営利活動法人白神ネイチャー協会 特定非営利活動法人

159 潟上市 株式会社菅与組 企業:建設業

160 湯沢市 株式会社鈴木又五郎商店 企業:卸売業、小売業

161 秋田市 株式会社住建トレーディング 企業:建設業

162 秋田市 住友生命保険相互会社　秋田支社 企業:金融業、保険業

163 五城目町 株式会社スリーアイバード 企業:サービス業（他に分類されないもの）

164 潟上市 医療法人正和会 企業:医療、福祉

165 秋田市 株式会社せん 企業:生活関連サービス業、娯楽業

166 大仙市 株式会社仙北印刷所 企業:製造業
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167 仙北市 仙北市 地方公共団体

168 仙北市 一般社団法人仙北市農山村体験推進協議会 企業:生活関連サービス業、娯楽業

169 秋田市 株式会社測地コンサルタント 企業:学術研究、専門・技術サービス業

170 秋田市 株式会社そごう・西武　西武秋田店 企業:卸売業、小売業

171 秋田市 損害保険ジャパン株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

172 秋田市 損保ジャパンパートナーズ株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

173 秋田市 第一生命保険株式会社　秋田支社 企業:金融業、保険業

174 由利本荘市 有限会社大樹会 企業:医療、福祉

175 男鹿市 農事組合法人大進農場 企業:農業、林業

176 大仙市 大仙市 地方公共団体

177 秋田市 太平ビルサービス株式会社　秋田支店 企業:サービス業（他に分類されないもの）

178 大仙市 髙吉建設株式会社 企業:建設業

179 由利本荘市 高橋秋和建設株式会社 企業:建設業

180 大仙市 有限会社タカハタ自動車 企業:学術研究、専門・技術サービス業

181 鹿角市 株式会社タカヤ 企業:複合サービス事業

182 大仙市 株式会社タカヤナギ 企業:卸売業、小売業

183 大館市 株式会社タクミ電機工業 企業:建設業

184 大館市 株式会社田代建設 企業:建設業

185 大仙市 玉川電気工業株式会社 企業:建設業

186 大仙市 有限会社タモギ自動車 企業:卸売業、小売業

187 横手市 農事組合法人樽見内営農組合 団体

188 横手市 特定非営利活動法人樽見内地域資源保全委員会 特定非営利活動法人

189 由利本荘市 有限会社たんぽぽプラザ 企業:医療、福祉

190 秋田市 有限会社ちゃいるずくらぶ 企業:卸売業、小売業

191 秋田市 千代田電気工業株式会社 企業:建設業

192 横手市 株式会社ツルタック 企業:情報通信業

193 潟上市 株式会社ＴＧＦ 企業:製造業

194 秋田市 東京海上日動火災保険株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

195 秋田市 株式会社東京海上日動パートナーズ東北　秋田支店 企業:金融業、保険業

196 大館市 東光コンピュータ・サービス株式会社 企業:情報通信業

197 大館市 東光産業株式会社 企業:卸売業、小売業

198 秋田市 株式会社東創建 企業:サービス業（他に分類されないもの）

199 秋田市 東武トップツアーズ株式会社　秋田支店 企業:サービス業（他に分類されないもの）

200 秋田市 東北電力株式会社　秋田支店 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

201 秋田市 株式会社東北フジクラ 企業:製造業

202 能代市 合同会社トゥルース 企業:医療、福祉

203 秋田市 株式会社トラパンツ 企業:情報通信業

204 秋田市 株式会社ドリームビルド 企業:建設業

205 秋田市 株式会社TORIMOTSU 企業:サービス業（他に分類されないもの）

206 秋田市 株式会社ナイス 企業:卸売業、小売業

207 男鹿市 株式会社仲村保険サービス 企業:金融業、保険業

208 秋田市 秋田なまはげ農業協同組合 企業:複合サービス事業

209 能代市 有限会社西方設計 企業:サービス業（他に分類されないもの）

210 由利本荘市 由利本荘市立西目中学校 教育・研究機関

211 秋田市 株式会社日産サティオ秋田 企業:卸売業、小売業

212 秋田市 日産プリンス秋田販売株式会社 企業:卸売業、小売業

213 潟上市 株式会社日誠工業 企業:製造業

214 秋田市 日本機械工業株式会社 企業:製造業

215 秋田市 日本政策金融公庫　秋田支店 その他

216 秋田市 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学 教育・研究機関

217 湯沢市 有限会社ぬまくら 企業:製造業

218 秋田市 農林中央金庫　秋田支店 企業:金融業、保険業

219 能代市 のしろエネルギーサービス株式会社 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

220 能代市 能代市 地方公共団体

221 能代市 株式会社能代資源 企業:卸売業、小売業

222 仙北市 株式会社畠山建設工業 企業:建設業
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223 八峰町 八峰白神ジオパーク推進協議会 団体

224 八峰町 八峰町 地方公共団体

225 秋田市 東日本電信電話株式会社　秋田支店 企業:情報通信業

226 秋田市 株式会社光システム 企業:建設業

227 秋田市 ビジネスサプライ有限会社 企業:卸売業、小売業

228 大仙市 響屋大曲煙火株式会社 企業:製造業

229 能代市 ファームズ株式会社 企業:金融業、保険業

230 由利本荘市 株式会社フォレスタ鳥海 企業:宿泊業、飲食サービス業

231 横手市 株式会社フジペン 企業:建設業

232 秋田市 合同会社藤屋 企業:宿泊業、飲食サービス業

233 秋田市 株式会社プライムアシスタンス 企業:サービス業（他に分類されないもの）

234 秋田市 株式会社ブラウブリッツ秋田 企業:サービス業（他に分類されないもの）

235 大仙市 株式会社フルヤモールド 企業:製造業

236 秋田市 特定非営利活動法人ベコアイランドサミット 特定非営利活動法人

237 小坂町 ポークランドグループ 企業:農業、林業

238 秋田市 特定非営利活動法人ホームホスピス秋田 特定非営利活動法人

239 秋田市 株式会社ポーラ　秋田ゾーン 企業:サービス業（他に分類されないもの）

240 秋田市 社会福祉法人北杜 企業:医療、福祉

241 秋田市 株式会社北都銀行 企業:金融業、保険業

242 大仙市 北斗通信工業株式会社 企業:製造業

243 秋田市 有限会社保険パーク 企業:金融業、保険業

244 由利本荘市 企業組合ほっと 企業:医療、福祉

245 湯沢市 有限会社本家仕上屋 企業:学術研究、専門・技術サービス業

246 由利本荘市 有限会社ホンマ保険事務所 企業:金融業、保険業

247 大仙市 株式会社丸茂組 企業:建設業

248 にかほ市 丸大機工株式会社 企業:製造業

249 大仙市 株式会社マルビック 企業:建設業

250 大仙市 株式会社三ウラ 企業:不動産業、物品賃貸業

251 大仙市 株式会社ミウラ産業 企業:鉱業、採石業、砂利採取業

252 秋田市 株式会社三木設計事務所 企業:学術研究、専門・技術サービス業

253 美郷町 美郷町 地方公共団体

254 秋田市 みずほ銀行　秋田支店 企業:金融業、保険業

255 三種町 三種町 地方公共団体

256 秋田市 三井住友海上火災保険株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

257 横手市 三又建設株式会社 企業:建設業

258 大仙市 株式会社三森印刷 企業:製造業

259 大仙市 株式会社宮原組 企業:建設業

260 秋田市 税理士法人ＭＩＲＡＩ 企業:サービス業（他に分類されないもの）

261 羽後町 特定非営利活動法人みらいの学校 特定非営利活動法人

262 由利本荘市 村岡建設工業株式会社 企業:建設業

263 秋田市 株式会社メディハーツ 企業:卸売業、小売業

264 由利本荘市 矢島小林工業株式会社 企業:製造業

265 能代市 有限会社安田保険プランナー 企業:金融業、保険業

266 由利本荘市 山科建設株式会社 企業:建設業

267 横手市 株式会社大和組 企業:建設業

268 湯沢市 ヤマトマテリアル株式会社　秋田工場 企業:卸売業、小売業

269 秋田市 株式会社友愛ビルサービス 企業:サービス業（他に分類されないもの）

270 秋田市 株式会社ゆう幸 企業:製造業

271 湯沢市 湯沢市 地方公共団体

272 秋田市 ユナイテッド計画株式会社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

273 秋田市 ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

274 由利本荘市 由利本荘市 地方公共団体

275 秋田市 株式会社よつやドライクリーニング商会 企業:サービス業（他に分類されないもの）

276 北秋田市 有限会社米内沢中央印刷 企業:製造業

277 能代市 米代トラック株式会社 企業:運輸業、郵便業

278 秋田市 株式会社楽 企業:建設業
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279 秋田市 株式会社リーテックス 企業:サービス業（他に分類されないもの）

280 秋田市 リコージャパン株式会社　秋田支社 企業:卸売業、小売業

281 秋田市 税理士法人ＲＩＮＧＳ 企業:サービス業（他に分類されないもの）

282 大潟村 株式会社ルーラル大潟 企業:宿泊業、飲食サービス業

283 由利本荘市 株式会社レノバ　由利本荘事務所 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

284 湯沢市 ローカルでんき株式会社 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

285 秋田市 株式会社Local Power 企業:卸売業、小売業

286 大仙市 有限会社ワールド保険 企業:金融業、保険業

287 湯沢市 株式会社ＹＧＦ 企業:製造業

288 湯沢市 株式会社和賀組 企業:建設業
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