
秋田市1

№ 法人・団体名 電話 所在地 ひとことＰＲ

1  秋田テレビ株式会社 018-865-6121 秋田市 　いつもそばに…明るく・きれいで楽しいＡＫＴ８チャンネル

2  秋田協同清掃株式会社 018-864-7300 秋田市 　秋田のきれいに微力ながら寄与してまいります。

3  株式会社エポックコミュニケーションズ 018-863-8637 秋田市
　・総合広告計画　・イベントプロデュース
　・ＣＭ制作 ・ホームページの制作  ・Ｗｅｂ販促計画
　◎秋田と東京四谷にある広告会社です。          

4  株式会社　ユアテック秋田支社 018-862-3821 秋田市
　お客様の心ゆたかな価値の創造に協力し、社会の発展に
　貢献します。

5  株式会社　花徳 0120-01-8709 秋田市 　お花のことなら何なりと

6  日本機械工業株式会社 018-862-2238 秋田市  「道の創造」を創業の原点とし、地域の発展に貢献します。

7  株式会社　秋田クボタ 018-845-2121 秋田市
　秋田県内に２１拠点を擁し、地域に密着した営業・サービス活動で、
　秋田県農業の発展に貢献しております。

8  株式会社　秋田魁新報社 018-888-1800 秋田市 　秋田県内外の情報満載。速く、詳しく、熱く報道。

9  北日本コンピューターサービス株式会社 018-834-1811 秋田市 　地域社会の生成発展に貢献すべく事業活動を行っています。

10  秋田信用金庫 018-866-6171 秋田市 　110周年　いままでも　これからも皆様の笑顔のために

支部ホームページ掲載活動資金協力法人（一部を除き、法人名をクリックするとその法人のホームページをご覧いただけます。）

http://www.akt.co.jp/pc/index.html
http://www.akt.co.jp/pc/index.html
http://www.a-ecolife.co.jp/
http://www.a-ecolife.co.jp/
http://www.epochcom.co.jp/
http://www.epochcom.co.jp/
http://www.yurtec.co.jp/
http://www.yurtec.co.jp/
http://www.hanatoku-akita.com/
http://www.hanatoku-akita.com/
http://www.nikki-a.co.jp/
http://www.nikki-a.co.jp/
http://akita.kubota.co.jp/main/index.htm
http://akita.kubota.co.jp/main/index.htm
http://www.sakigake.jp/
http://www.sakigake.jp/
http://www.kitacom.co.jp/
http://www.kitacom.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/akishin/
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11  医療法人　久盛会 018-857-3101 秋田市 　安全・安心・信頼の「医療と介護」を提供して参ります。

12  秋田大学生活協同組合 018-832-7141 秋田市 　2012年は国連が決めた国際協同組合年です。

13  医療法人　久幸会 018-873-5188 秋田市
　真ん中にはいつも「心」があります。　 「心」を大切にしたサービスを、
　スタッフ一同実践してまいります。

14  太平山三吉神社 018-834-3443 秋田市 　

15  タプロス株式会社 018-845-1141 秋田市
　家族みんなで使える！オフィスでも大活躍！
　新鮮なバナジウム天然水を富士山から直送いたします。
　期間限定の無料お試しキャンペーン実施中。詳しくは当社ホームページをご覧下さい。

16  秋田県信用組合 018-831-3551 秋田市 　お金のことならまずご相談を・・・

17  医療法人　運忠会　土崎病院 018-845-4121 秋田市
　土崎に開設して百有余年。
　地域の方々の支援に感謝し時代のニーズに応えながら、
　これからも「医療と介護」を通して地域への奉仕に努めます。

18  株式会社　藤田金物 018-845-1246 秋田市
　現場のご要望に即応出来る様、幅広い在庫を用意して皆様の
　お役に立ちたいと考えています。

19  佐川商事株式会社 018-823-4526 秋田市
　業務用洗濯設備のご提案、企画、メンテナンスからレンタルや
　衛生管理までご相談、お問い合わせください。

20  奥羽住宅産業株式会社 018-865-1511 秋田市
　増改築・新築・リフォームは「餅は餅屋へおまかせ！」の
　奥羽住宅産業（株）へ

http://www.kyusei.or.jp/
http://www.akita.u-coop.or.jp/
http://www.kyukokai.com/
http://www.miyoshi.or.jp/
http://www.tapros.co.jp/
http://www.akita-kenshin.jp/
http://www.tsuchizakihp.or.jp/
http://fujitakanamono.com/
http://www.sagawa-co.com/
http://www.o-u.jp/
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21  株式会社東北ビルカンリ・システムズ　 018-862-3251 秋田市
　人と建物のいい関係をつなぐ。
　快適な環境づくりが、わたしたちの仕事です。

22  秋田管工事業協同組合 018-862-6161 秋田市 　災害時・緊急時のライフライン確保に貢献いたします！

23  山二システムサービス株式会社 018-839-2881 秋田市
　地元IT企業として、最先端かつ高品質のサービス提供により、情報化に
　よる問題解決を考えられている皆様の、お役に立ちたいと願っております。

24  秋田セントラルガス株式会社 018-884-3500 秋田市
　LPガス・灯油宅配はもちろん、現在大人気の太陽光システムの販売やサ
  ーバーが無料でご使用できる、家庭用天然水サービスも行っております。
　是非、当社担当者までお気軽にご相談ください。

25  有限会社　リミックス　サン薬局 018-880-2833 秋田市
　秋田県で初めて二次感染を防ぐために、感染症患者さまの専用待合室
 （第2待合室）を設け、ご利用いただいております。

26  株式会社　北都銀行 018-833-4211 秋田市
　『お客様を知る。地域に応える』北都銀行は地域とともに豊かな未来を
　創造します。

27  株式会社　創研コンサルタント 018-863-7121 秋田市 　地元密着型の建設コンサルタントです。

28  株式会社　かんきょう 018-896-5822 秋田市
　福祉用具でひろがる笑顔のくらし。自立支援応援団「かんきょう」が
　安心・安全をお届けいたします。

29 株式会社ジェイエイ秋田葬祭センター 018-846-5731 秋田市
　ひとつ　ひとつをこころに深く　ＪＡ葬祭レゼール
　ホームページをリニューアルいたしました。

30  秋田プライウッド株式会社 018-823-8511 秋田市
　2025年までに日本の木材自給率50％を目指してＡＫＧ50作戦を展開中。
　詳しくはＨＰへ

http://www.t-birukanri.co.jp/
http://www.akikan.org/
http://www.yamani-system.co.jp/
http://www.csggas.co.jp/akita/
http://www.sun-pharmacy.co.jp/
http://www.hokutobank.co.jp/
http://www.sohken-c.co.jp/
http://www.kankyonet.co.jp/
https://ja-sousaigroup-akita.com/
http://www.aplywood.co.jp/
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31  山二施設工業株式会社 018-823-8146 秋田市
　上下水道工事から、冷暖房空調工事、プラント工事まで、お客様のニーズ
  に合った設計、施工を心掛けております。
　困った時は、まずご相談ください。

32  株式会社　大門商店 018-868-4992 秋田市
　「肉のわかばマイスター」で、精肉の加工・販売を行っております。
　 ご家庭用からご贈答用、業務用ブロック肉まで幅広く取り扱っております。

33  医療法人　清風会　清和病院 018-832-7667 秋田市
　ホームページをリニューアルしました。
  東に霊峰、太平山を仰ぐ、閑静なたたずまいの中に立っている当院は、
  患者様が静かに落ち着いて治療していただける環境が整っております。

34  株式会社　平徳本店 018-833-2228 秋田市 　貴方の心を幸せにするファッションはヒラトクグループで！

35  株式会社　財産コンサルティング 018-824-0234 秋田市
　「あすのカタチをつくる」
　不動産に関するあらゆるご相談を
　ワンストップ―ビスで総合的にお手伝いいたします。

36  秋田ホーチキ株式会社 018-868-6666 秋田市
　消防・防災設備の設計・施工・メンテナンスのご用命は、
　皆様に安全と安心を提供する秋田ホーチキへ！

37  伊藤工業株式会社 018-886-2135 秋田市
　「地域貢献」をモットーに地域とともに歩み続けます。
　綜合建設業伊藤工業をよろしくお願いします。

38  有限会社　マゼンタ 018-829-5811 秋田市
　少年の心、青年の夢
  ― いつも柔らかな心で発想し、想像したい企画・編集・デザイン―

39  株式会社　丸善あさ野 018-869-9988 秋田市 　塩干専門店(筋子・タラコ・イクラ・明太子）

40  株式会社　雄和振興公社 018-881-3011 秋田市
　秋田市雄和地区の公共施設の運営管理を行っております。
　お気軽にご利用ください。

http://www.yamani-s.co.jp/
http://seiwa-hp.or.jp/
http://hiratoku.web.fc.com/
http://www.zaisan-consulting.co.jp/
http://www.ito-kogyo.jp/
http://www.on-net.co.jp/magenta/
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41  東北電材株式会社 018-868-6551 秋田市

42  清三屋商事株式会社 018-862-3334 秋田市    地域の皆様に愛される企業を目指し、日々努力しています。

43  有限会社　秋田温泉ホテル （秋田温泉プラザ） 018-833-1919 秋田市
  「美人の湯」として大切に愛され続けてきたお湯。
　とろりとやさしい肌さわり、夢心地の時間をお過ごしください。

44  有限会社　太平プロジェクト 018-895-7272 秋田市 　世界一の児童福祉・高齢者福祉を目指して歩み続けます。

45  株式会社　都市整備 018-862-6111 秋田市 　当社は、補償･測量･設計を専門とする建設コンサルタント会社です。

46  株式会社　山二 018-833-6611 秋田市 　人のそばに、夢のそばに

47  株式会社　秋田県赤帽 018-866-4339 秋田市 　配送・引越は『あかぼう』にお任せください！！

48  公益財団法人　秋田県総合保健事業団　 018-831-2011 秋田市
　私たちは、県民の健康管理と保持増進を図るとともに、環境衛生の
　向上に寄与することを目的に、各種事業を行っております。

49  羽後設備株式会社 018-863-0202 秋田市 　ささやかながら、協力させていただいております。

50  一般社団法人　秋田市医師会 018-865-0252 秋田市

http://www.kiyomiya-shouzi.com/
http://www.akitaonsen.co.jp/
http://kirara-tp.co.jp/
http://www.toshi-seibi.com/
http://www.yamani-grp.com/
http://www.akitaken-akabou.co.jp/
http://kenko-akita.jp/
http://www.ugo.co.jp/main/
http://www.acma.or.jp/
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51  株式会社　相場商店 018-833-8766 秋田市 　産業、医療の現場で活躍するガスインフラを提供しています。

52  株式会社　藤木 018-823-2247 秋田市

53  東北化学薬品株式会社 018-824-1201 秋田市
  臨床検査・研究分野の試薬・消耗品・機器トータルソリューションを提供
　致します。

54  株式会社　花のヤマト 018-834-8700 秋田市
  冠婚葬祭、お花の専門店です。常に新鮮なお花を多種そろえ、デザイン
　いたします。  
　お電話のご注文も承ります。0120-41-8787へどうぞ。

55  医療法人　正観会　御野場病院 018-839-6141 秋田市

56  株式会社　友愛ビルサービス 018-823-1251 秋田市 　快適空間とクリエイティブなサービスを提供しています。

57  コマツ秋田株式会社 018-865-1330 秋田市 　建設機械のことなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

58  はまなす歯科クリニック 018-847-5888 秋田市 　武蔵野赤十字病院　歯科、口腔外科OBです！

59  株式会社　住建トレーディング 018-836-6808 秋田市 　街・環境・夢を創造する

60  第一貨物株式会社　秋田支店 018-845-8581 秋田市 　第一貨物は、『輸送品質』を大切にします。

http://www.aibashouten.co.jp/
http://www.t-kagaku.co.jp/
http://www.hananoyamato.com/
http://www.seikankai.or.jp/index.html
http://www.yuai-bs.co.jp/
http://www.e-komatsu.com/ekomnet/s2container/?prevUrl=toppage.html&nextUrl=akita/index.html
http://www.sumiken-t.co.jp/
http://www.daiichi-kamotsu.co.jp/index.html
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61  株式会社　秋田スズキ 018-823-4211 秋田市
　弊社にいらっしゃる全てのお客様に喜んでいただき、関わってくださる全
　ての皆様に感謝し、「乗物でしあわせ運ぶ」を合言葉に全力を尽くします。
　「全力大作戦」実行中です！

62  有限会社　オフトメディカル 018-874-7210 秋田市
　秋田県内の病院、医院、患者様の為に、
　ロービジョンケアを必要とする方々の為に、
　最良の商品とサービスで安心の医療をお手伝いさせて頂きます。

63  株式会社　高井南茄園 018-863-1351 秋田市 　農産種苗、農業資材の総合商社です。

64  秋田運送株式会社 018-824-1081 秋田市 　創業72年、物流のあらゆるお役立ちに努めます。

65  株式会社　イヤタカ 018-835-1188 秋田市 　これまでも、これからも、私たちは心の絆を支えます。

66  株式会社　アキタ保険 018-864-6921 秋田市
　大規模災害が発生した場合においても、被災地内外での円滑な事故
　対応や保険金・給付金の迅速な支払いなどの支援を着実に実行でき
　るよう努めてまいります。

67  株式会社　アキタシステムマネジメント 018-863-9341 秋田市
　既存システムと先端ＩＴ技術の融合、改善・改革により次世代システムへの
　シフトを促し、お客様のビジネスフィールドの展開をサポートします。

68  医療法人　及川医院 018-845-3579 秋田市
　苦痛が少なく精度の高い内視鏡検査を行っております。
　かかりつけ医としてお気軽に御相談下さい。

69  加藤建設株式会社 018-862-7947 秋田市
　強くて長持ち、エスバイエルの住まい秋田加藤建設(株)、
　展示場へ是非お越し下さい。

70  株式会社　渡敬　秋田支店 018-824-5566 秋田市
  お客様のお役立ちを第一に！ 私たちはお客様の総合窓口という意識を
　持ち、お客様の困りごとを共有しお客様の利益に繋がるお役立ちをして
　いくことを第一に考えています。

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-akita/
http://www.opht-medical.co.jp/info.html
http://www.nankaen.net/
http://www.akitaunso.co.jp/
http://www.iyataka.co.jp/
http://www.akitahoken.co.jp/
http://asm.co.jp/
http://www.oikawaiin.com/
http://www.kato-kensetsu.com/
http://www.watakei.co.jp/
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71  富士フィルムBI秋田株式会社 018-823-4645 秋田市    複合機等の販売を通じ地域の発展に貢献すべく頑張っております。

72  株式会社　サン・システムズコーポレーション　 018-829-3038 秋田市
　健康、医療関連の業務ソフトウェア開発を中核とし、事業展開しています。
　高品質かつ低価格な製品でヘルスケア事業をトータルサポートします。

73  株式会社　松美造園建設工業 018-839-8600 秋田市 　地元秋田で47年、皆様と共に「家」と「庭」を作って行きます。

74  羽後電設工業株式会社 018-862-4953 秋田市
　確かな技術と創造力を磨き、よりよい環境をつくるためチャレンジ
　しています。

75  株式会社　国際パトロール 018-889-9004 秋田市 
　「明るく、元気で、活発な」社風を生かし、安全で安心な社会生活のために
　頑張っております。

76  ながぬま内科 018-857-2111 秋田市 　ご心配ごとがあれば、どんな小さいことでもご相談ください。

77  有限会社　サンショウ 018-874-7441 秋田市 　「困ったときのサンショウ頼み」と言われるような会社を目指します。

78  ネッツトヨタ秋田株式会社 018-862-5555 秋田市
　自動車の販売、車検・点検・整備は、当社にお任せください！
　カーライフパートナーとして、お客様をサポート致します。

79  秋田空港ターミナルビル株式会社  018-886-3367 秋田市
　秋田のお土産は、品揃え豊富な秋田空港おみやげ広場あ・えーるで！
　オンラインショップも開設しております。

80  株式会社　きららホールディングス　 018-895-7272 秋田市
　児童福祉・高齢者福祉・障がい者福祉を通じて、地域社会に貢献して
　参ります。

https://www.fujifilm-fbakita.com/
http://www.ssc-main.co.jp/
http://www.matsuminoie.com/
http://www.ugodensetsu.co.jp/
http://www.kokupato.com/
http://www.0120082468.com/
http://www.netz-akita.co.jp/
http://www.akita-airport.com/
http://www.kyusei.or.jp/
http://www.kyusei.or.jp/
http://kirara-tp.co.jp/
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81  株式会社　秋田ケーブルテレビ 018-865-5141 秋田市 　「繋がる楽しさ　広がる暮らし　秋田とともに未来を創造」

82  社会福祉法人　桜丘会 018-839-5977 秋田市
　プライバシーを尊重したおもいやりとぬくもりのあるケアを
　めざしています。

83  株式会社　ファーマックス 018-895-7330 秋田市
　当社は、秋田県内全域に１2店舗の調剤薬局を展開しております。
　スタッフ一同、社会と地域医療に貢献する「かかりつけ薬局」を目指し努力
　しています。

84  旭建設株式会社 018-845-1197 秋田市 　地域の安心・安全なまちづくりにがんばります。

85  東部ガス株式会社 018-832-6595 秋田市
　都市ガスの安定供給を通して「ウチ住まるごとサービス」を提供し、お客
　さまのお困りごとにも対応し地域社会の発展に貢献します。

86  北光金属工業株式会社 018-863-0068 秋田市 　私たちは優れた品質でお客様に信頼と満足を提供致します。

87  社会医療法人　明和会 018-834-6461 秋田市

88  すずきクリニック 018-838-6500 秋田市 　安全・安心・一診一笑のすずきクリニック

89
 医療法人　SOUNDSLEEP
 あきた睡眠クリニック

018-853-4159 秋田市
　睡眠時無呼吸症候群の検査と治療を行っております。
　お電話でのご予約が必要となります。お気軽にお問い合わせ下さい。

90  株式会社　メガネの平川 018-829-0880 秋田市 　専門店の高い技術で、安心と信頼のメガネをご提供いたします。

https://www.cna.ne.jp/
http://www.oukyukai.net/
https://www.pharmax.co.jp/
http://www.tobugas.co.jp/
http://www.hokkoo.co.jp/
http://www.meiwakai.or.jp/
http://www.suzukiclinic-hy.com/
http://akitasleep.net/
http://akitasleep.net/
http://www.hirakawa.jp/
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91  株式会社　秋田東北ダイケン 018-832-0401 秋田市
　地域とともに豊かさを創造する建物の総合管理企業です。
　1970年設立されたこの秋田に貢献すべくお客様のお役に立ちたいと
　考えております。

92  おのば眼科 018-829-3920 秋田市

93  ホームテック株式会社 018-835-2211 秋田市 　もっと快適、ずっと幸せ、お住まいの困り事を解決します。

94  第一建設工業株式会社　秋田支店 018-834-5711 秋田市
　地域の皆様と共に歩み、これからも夢のある街づくりを続けていきます。
　夢があふれる街づくりを第一に。

95  医療法人　久盛会　秋田緑ヶ丘病院　 018-845-2161 秋田市 　安全・安心・信頼の「医療と介護」を提供して参ります。

96  ALSOK秋田株式会社 018-888-2300 秋田市 　ALSOKは、日本赤十字社の活動を応援します。

97  株式会社　メディハーツ 018-857-5777 秋田市
　介護相談・在宅支援・地域の健康に貢献「地域の皆さまに寄り添い
　すこやかな毎日をお手伝い」

98  全労済 018-824-6031 秋田市
　組合員の皆さまと共有すべき全労済の変わらぬ価値観です。
　「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」

99  社会福祉法人　松寿会 018-828-7856 秋田市
　一人ひとりのしあわせを願って、毎日の生活のサポートを。
　高齢者のための各施設の経営を通して、地域福祉の向上に貢献。

100  株式会社　太平陸送運輸 018-824-8800 秋田市
　自動車の輸送から重機運搬、引越等多種多様な輸送業務を
　行っております。お気軽にご相談下さい。

http://www.tohoku-daiken.co.jp/
http://www.0120082468.com/
https://www.daiichi-kensetsu.co.jp/
http://www.kyusei.or.jp/
https://akita.alsok.co.jp/
http://www.suzuran-akita.com/
https://www.zenrosai.coop/
http://shoujukai.jp/
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101  株式会社メディワンプラスなごみ調剤薬局 018-874-7016 秋田市
　患者様一人一人に寄り添い、正しい情報を提供し、健康への
　サポートを行います。

102  株式会社　アクネス不動産 018-829-6150 秋田市
　お持ちの「土地や建物」を必要とする方へ私たちは不動産売買を
　通じて地域に貢献します。

103  株式会社　東北用地測量社 018-824-1435 秋田市
　くらしまもるみらいつくる
　人と自然の調和を図り、より豊かで安全な明るい未来を創造します。

104  秋田電機建設　株式会社 018-823-8525 秋田市 　今までも、今も、今からも確かな技術と信頼で未来へ躍進。

105  互大設備工業　株式会社 018-833-9270 秋田市 　地球環境を考え、安心の生活を、住みよい環境づくりを目指します。

106  有限会社　サンショウ 018-874-7441 秋田市 　誰でも、何でも、何時でもお客様のご要望に応えていきます。

107  秋田県民共済生活協同組合 018-823-0131 秋田市
　暮らしの安心、手頃な料金で、備えられます。基本の月掛金は2,000円。
　インターネットでもお申込できます。

108  株式会社　三木設計事務所 018-862-7331 秋田市 　豊かな環境づくりのパートナー。

109  社会福祉法人　はまなす会 018-845-4575 秋田市
　当法人は、信頼・創造・貢献を理念とし、今持つ力を最大限発揮し、たとえ
　困難な仕事であっても意欲的に挑戦を継続しようとする姿勢がある職員を
　求めます。

110  医療法人ひよこ会　のりこ皮ふ科 018-884-1810 秋田市 　秋田で２０年。皆さんのお肌お守りします

http://www.rockytown.jp/
http://www.tohoku-ys.com/
http://www.adkn.co.jp/
http://www.sanshou-egao.com/
https://www.akita-kyosai.or.jp/
http://www.mikisekkei.co.jp/
http://akita-hamanasukai.jp/
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111  秋田県信用組合 018-831-3551 秋田市

112  秋田ボーリング株式会社 018-862-4691 秋田市 　心身ともに明るく健全な職場をモットーにがんばっております。

113  社会福祉法人　新秋会 018-816-0377 秋田市 　住み慣れた地域で、その人らしい生活の継続をご支援致します。

114  株式会社　ヤマリ 018-862-8004 秋田市  

115  株式会社　アジマックス 018-824-8846 秋田市 　アジマックスは外食産業を通じ、プラスのエネルギーを発信します。

116  こくみん共済・ＣＯＯＰ（全労災） 秋田市

117  一般財団法人　秋田県建設・工業技術センター 018-863-4421 秋田市
　私たちは、公共工事の発注者支援機関として、県及び市町村における
　建設事業の円滑な推進に寄与しています。
　近年は橋梁等の長寿命化にも力を入れています。

118  佐田建設工業(有) 018-846-3099 秋田市 　電気というライフラインを守る

119  株式会社　菅与組 018-877-4117 秋田市
　大正１０年に創業し、公共工事を中心に、総合建設業を営んでおります。
　令和３年に１００周年を迎えます。

120  高橋眼科医院 018-823-3559 秋田市 　明るく元気な眼科医院です。

https://www.akita-kenshin.jp/
http://www.akitabrg.co.jp/
http://www.shinshukai.site/
https://ajimax.co.jp/
https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/akita.html
http://www.actc.or.jp/
http://www.sataken.co.jp/
http://www.sugayo.com/
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121  社会福祉法人　賛成福祉会 018-838-3700 秋田市
　山盛苑は太平の緑豊かな自然の中にあり、秋田赤十字病院に長く勤めて
　おりました宮下が施設長をしています。赤十字精神と通ずる「利用者の方
　が毎日明るく楽しく生き甲斐のある生活を送れるよう」支援しております。

122
 医療法人　杏仁会
「御所野ひかりクリニック」

018-829-8880 秋田市 　地域に密着した上質な医療、介護、福祉を追及していきます。

123  千代田興業株式会社 018-864-6200 秋田市 　見えないけれど支えている。

124  一般社団法人　秋田県歯科医師会 018-865-8020 秋田市 　～健康は　よく食べ、よく笑い、よく喋るから～

125  豊興産株式会社 018-828-4611 秋田市

126  社会福祉法人　秋田旭川福祉会 018-868-4868 秋田市 　みんなちがって、みんないい。

127  本間医院 018-862-7070 秋田市 　めざすは我が家のようなクリニックです。

128  株式会社　日情秋田システムズ 018-863-9322 秋田市 　ＩＴで社会と企業の課題解決に貢献します。

129  一般社団法人秋田県歯科技工士会　 018-892-2447 秋田市
　私達歯科技工士は、入れ歯や、さし歯などを作ることで皆様の健康維持
　に貢献しています。
　同じ医療に携わる団体として、できる限り協力していきたいと思います。

130  株式会社　ピー・アンド・エス　 018-874-7670 秋田市
　健康マスターや専門スタッフが皆様の健康をサポートいたします。
　明日の健康を薬局から

http://sanfuku.or.jp/
http://kyojinkai.com/
http://kyojinkai.com/
http://www.k-chiyoda.jp/
https://www.akita-da.or.jp/
http://www.yutakakousan.com/company/index.html
https://meiseien.akita.jp/
http://akisigi.fem.jp/
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131  ユナイテッド計画株式会社 018-865-3776 秋田市

132
 株式会社　メディハーツ
 スズラン薬局

018-865-3776 秋田市
　すずらん薬局はすずらんの花言葉“幸せが再び訪れる”
　を合い言葉に皆様の健康をサポートしてまいります。

133  株式会社　佐々木組 018-832-2396 秋田市

134  山二建設資材株式会社 018-826-0300 秋田市
　これまでも、これからも
　未来を創造し続ける企業。

135  福島内科医院 018-837-1177 秋田市
　当院は2022年5月で30周年を迎えます。
　更に、地域医療にまい進して参ります。

136  一般社団法人　秋田県林業コンサルタント 018-865-1133 秋田市
　森林の保全や林業生産の向上を図るための調査・研究・測量・設計等を
　行っております。

http://www.akita-forest-con.or.jp/

