
【第２期】秋田県ＳＤＧｓパートナー一覧（五十音順）

1 秋田市 アイビーデリバリー株式会社 企業:運輸業、郵便業

2 横手市 社会福祉法人アヴェク・トワ 企業:医療、福祉

3 秋田市 有限会社アカイファーマシー 企業:医療、福祉

4 秋田市 秋印株式会社 企業:運輸業、郵便業

5 秋田市 秋田朝日放送株式会社 企業:情報通信業

6 秋田市 秋田印刷製本株式会社 企業:製造業

7 秋田市 秋田空港ターミナルビル株式会社 企業:不動産業、物品賃貸業

8 秋田市 有限会社秋田グリーンサービス 企業:農業、林業

9 秋田市 公益財団法人秋田県女性会館 団体

10 秋田市 秋田県信用組合 企業:金融業、保険業

11 大仙市 株式会社秋田県南重機 企業:建設業

12 秋田市 秋田県美容生活衛生同業組合 団体

13 北秋田市 社会福祉法人秋田県民生協会 企業:医療、福祉

14 由利本荘市 秋田しんせい農業協同組合 団体

15 由利本荘市 秋田しんせい農業協同組合　女性部 団体

16 秋田市 株式会社秋田スパ・アンド・ドライブイン・サービス 企業:サービス業（他に分類されないもの）

17 由利本荘市 株式会社秋田石材 企業:卸売業、小売業

18 秋田市 特定非営利活動法人秋田たすけあいネットあゆむ 特定非営利活動法人

19 秋田市 一般社団法人あきた地球環境会議 団体

20 秋田市 秋田電機建設株式会社 企業:建設業

21 北秋田市 秋田土建株式会社 企業:建設業

22 秋田市 秋田日産自動車株式会社 企業:卸売業、小売業

23 にかほ市 株式会社秋田マシナリー 企業:製造業

24 秋田市 秋田マッカラー株式会社 企業:卸売業、小売業

25 にかほ市 秋田未来株式会社 企業:製造業

26 秋田市 秋田ライフライン株式会社 企業:建設業

27 大仙市 医療法人あけぼの会 企業:医療、福祉

28 秋田市 旭興業株式会社 企業:不動産業、物品賃貸業

29 鹿角市 株式会社浅利佐助商店 企業:製造業

30 大仙市 株式会社荒屋鋪建設 企業:建設業

31 秋田市 株式会社アルテ 企業:学術研究、専門・技術サービス業

32 湯沢市 株式会社アンドー 企業:製造業

33 由利本荘市 合同会社イーラップ 企業:卸売業、小売業

34 秋田市 イオンコンパス株式会社　東北営業所 企業:サービス業（他に分類されないもの）

35 秋田市 イオンモール株式会社　秋田オーパ 企業:不動産業、物品賃貸業

36 横手市 株式会社伊幸組 企業:建設業

37 由利本荘市 伊藤建友株式会社 企業:建設業

38 横手市 羽後カントリー株式会社 企業:生活関連サービス業、娯楽業

39 秋田市 羽後日産モーター株式会社 企業:卸売業、小売業

40 秋田市 エイデイケイ富士システム株式会社 企業:情報通信業

41 秋田市 エクセルホーム株式会社 企業:不動産業、物品賃貸業

42 秋田市 株式会社エバーグリーン 企業:医療、福祉

43 能代市 エモーショナルダイニング株式会社 企業:宿泊業、飲食サービス業

44 秋田市 エルグ不動産鑑定株式会社 企業:学術研究、専門・技術サービス業

45 大仙市 有限会社大曲オート 企業:サービス業（他に分類されないもの）

46 大仙市 大曲舗装株式会社 企業:建設業

47 横手市 株式会社おおもり保険 企業:金融業、保険業

48 男鹿市 秋田県立男鹿海洋高等学校 教育・研究機関

49 湯沢市 NPO法人おがちふるさと学校 特定非営利活動法人

50 由利本荘市 長田建設株式会社 企業:建設業

51 羽後町 株式会社小野建設 企業:建設業

52 大仙市 有限会社加昭興業 企業:建設業

53 秋田市 加藤建設株式会社 企業:建設業

54 秋田市 秋田県立金足農業高等学校 教育・研究機関

55 にかほ市 caffe　ふらっと 個人事業
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56 大館市 CAMP & CLIMBING FREAKY 個人事業

57 由利本荘市 社会福祉法人久盛会 団体

58 秋田市 共栄物産株式会社 企業:卸売業、小売業

59 にかほ市 株式会社共進 企業:製造業

60 秋田市 医療法人杏仁会　ひかり居宅介護支援センター 企業:医療、福祉

61 羽後町 協和精工株式会社 企業:製造業

62 大仙市 株式会社グランドパレス川端 企業:宿泊業、飲食サービス業

63 羽後町 株式会社クリーンカンパニー 企業:サービス業（他に分類されないもの）

64 小坂町 株式会社栗山ケイセキ 企業:鉱業、採石業、砂利採取業

65 大仙市 有限会社県南運輸 企業:運輸業、郵便業

66 大仙市 有限会社県南開発工業 企業:建設業

67 秋田市 学校法人コア学園　秋田リハビリテーション学院 教育・研究機関

68 湯沢市 光栄電機有限会社 企業:建設業

69 秋田市 コウメイハウス株式会社 企業:建設業

70 秋田市 株式会社国際パトロール 企業:サービス業（他に分類されないもの）

71 秋田市 有限会社御献上カスティーラ 企業:製造業

72 秋田市 株式会社小島商事 企業:建設業

73 由利本荘市 小林工業株式会社 企業:製造業

74 羽後町 農事組合法人こまち野 企業:農業、林業

75 大仙市 株式会社小松煙火工業 企業:製造業

76 美郷町 株式会社斉藤光学製作所 企業:製造業

77 横手市 桜沢電気工事株式会社 企業:建設業

78 にかほ市 佐藤勘六商店 企業:卸売業、小売業

79 北秋田市 株式会社佐藤庫組 企業:建設業

80 羽後町 株式会社佐藤建設 企業:建設業

81 仙北市 佐藤種苗株式会社 企業:卸売業、小売業

82 大仙市 合資会社佐藤石材工業所 企業:卸売業、小売業

83 由利本荘市 株式会社三義 企業:建設業

84 由利本荘市 有限会社三光ハウジングサービス 企業:不動産業、物品賃貸業

85 秋田市 株式会社三勇建設 企業:建設業

86 美郷町 合同会社三和商事 企業:不動産業、物品賃貸業

87 秋田市 ジオテックコンサルタンツ株式会社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

88 大仙市 株式会社自然科学調査事務所 企業:学術研究、専門・技術サービス業

89 秋田市 有限会社七宝商事店装 企業:建設業

90 羽後町 株式会社柴田組 企業:建設業

91 能代市 株式会社清水企業 企業:建設業

92 秋田市 株式会社ジャパンファミリー 企業:金融業、保険業

93 秋田市 株式会社秋豊ネットライズ 企業:運輸業、郵便業

94 北秋田市 新東北メタル株式会社 企業:製造業

95 にかほ市 株式会社進プレ 企業:製造業

96 大仙市 社会福祉法人水交会 企業:医療、福祉

97 にかほ市 有限会社ステップミル 企業:製造業

98 秋田市 有限会社住まい工房Ｓ 企業:学術研究、専門・技術サービス業

99 横手市 創和建設株式会社 企業:建設業

100 能代市 株式会社大翔運輸 企業:運輸業、郵便業

101 大仙市 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会 団体

102 大仙市 大同衣料株式会社 企業:製造業

103 大仙市 株式会社ダイヤ 企業:建設業

104 秋田市 大洋ビル管理株式会社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

105 秋田市 大和リース株式会社　秋田支店 企業:建設業

106 湯沢市 株式会社高修興業 企業:建設業

107 湯沢市 株式会社髙田屋 企業:卸売業、小売業

108 美郷町 株式会社高英 企業:製造業

109 大仙市 Takamitu株式会社 企業:建設業

110 大仙市 高禮建設株式会社 企業:建設業

111 仙北市 株式会社瀧神巧業 企業:建設業

112 大館市 株式会社田代製作所 企業:製造業
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113 大仙市 株式会社タニタ秋田 企業:製造業

114 秋田市 タプロス株式会社 企業:卸売業、小売業

115 能代市 Cheke Rice 個人事業

116 秋田市 中央土建株式会社 企業:学術研究、専門・技術サービス業

117 秋田市 千代田興業株式会社 企業:建設業

118 秋田市 株式会社ツバサ 企業:卸売業、小売業

119 秋田市 株式会社東北用地測量社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

120 秋田市 株式会社東北リスクマネジメント 企業:金融業、保険業

121 秋田市 株式会社トクミツ建築企画 企業:建設業

122 秋田市 秋田市立豊岩中学校 教育・研究機関

123 大仙市 有限会社中仙衛生社 企業:サービス業（他に分類されないもの）

124 秋田市 株式会社ナチュラルエナジージャパン 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

125 鹿角市 株式会社西村林業 企業:農業、林業

126 能代市 NIJOグループ有限会社 企業:複合サービス事業

127 湯沢市 株式会社日敷 企業:卸売業、小売業

128 大館市 日本アンホ火薬製造株式会社　大館工場 企業:製造業

129 秋田市 日本テクノ株式会社　秋田営業所 企業:卸売業、小売業

130 秋田市 日本メッキ株式会社 企業:製造業

131 大仙市 NORTH FIELD 個人事業

132 湯沢市 有限会社ハウジングメイト 企業:建設業

133 鹿角市 ハタリキ株式会社 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

134 大仙市 株式会社花火創造企業 企業:製造業

135 鹿角市 花輪ロータリークラブ 団体

136 男鹿市 早口木材株式会社 企業:製造業

137 美郷町 BHW株式会社 企業:建設業

138 横手市 Pilz株式会社 企業:農業、林業

139 横手市 合同会社ファーストライド 企業:卸売業、小売業

140 秋田市 ファームビルド株式会社 企業:農業、林業

141 秋田市 特定非営利活動法人フォレシア 特定非営利活動法人

142 秋田市 富士コンサルタンツ株式会社　秋田営業所 企業:学術研究、専門・技術サービス業

143 藤里町 藤里町 地方公共団体

144 能代市 社会福祉法人二ツ井ふくし会 企業:医療、福祉

145 大館市 株式会社フレックス 企業:製造業

146 横手市 株式会社BaseLine 企業:宿泊業、飲食サービス業

147 鹿角市 株式会社ホテル鹿角 企業:宿泊業、飲食サービス業

148 秋田市 松澤電気工事株式会社 企業:建設業

149 横手市 株式会社マルシメ 企業:卸売業、小売業

150 大館市 有限会社三浦運輸 企業:運輸業、郵便業

151 大館市 有限会社三浦建設 企業:建設業

152 秋田市 みずほ証券株式会社　秋田支店 企業:金融業、保険業

153 由利本荘市 memomi 個人事業

154 秋田市 八雲エネルサ株式会社 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

155 大館市 有限会社安田保険システム 企業:金融業、保険業

156 能代市 株式会社やすとく 企業:電気・ガス・熱供給・水道業

157 秋田市 山岡工業株式会社 企業:建設業

158 湯沢市 株式会社湯沢クリーンセンター 企業:サービス業（他に分類されないもの）

159 秋田市 豊興産株式会社 企業:建設業

160 秋田市 社会福祉法人翼友会 企業:医療、福祉

161 横手市 ヨコウン株式会社 企業:運輸業、郵便業

162 横手市 横手建設株式会社 企業:建設業

163 湯沢市 株式会社横堀温泉紫雲閣 企業:医療、福祉

164 能代市 米代川流域森林・林業活性化協同組合 団体

165 秋田市 ライフデザインラボ株式会社 企業:医療、福祉

166 秋田市 株式会社LibertyGate 企業:医療、福祉

167 能代市 わたなべ内科医院 個人事業
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