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はじめに 

 

「秋田トレードダイレクトリー2018（AKITA Trade Directory 2018）」は、秋田県に本社

もしくは主要工場・事業所を有する企業情報をジェトロ秋田貿易情報センターが収集し、

編集・発行するものです。本誌は秋田県で唯一の「TRADE DIRECTORY」（貿易を志向す

る企業を掲載した企業録。海外ビジネスにおいて取引先候補を探すときに使用する主要ツ

ールの一つ）として 1995 年に「秋田県貿易関係業者名簿」の名称で発行し、第 9 版から

名称を「秋田トレードダイレクトリー（Akita Trade Directory）」と改め、今版で第 12版と

なります。 

 

本誌の作成にあたっては、秋田県企業の情報を国内外に向けて発信し、本県の貿易およ

び国際経済交流の促進を図ることを目的に校正・編集しました。また、秋田県企業が直面

する海外ビジネスの問題解決の一助となるべく、通訳や翻訳、外国語ホームページの作成、

貿易業務の代行など国際ビジネスを支援する企業に加え、貿易に関連する公的機関等の情

報も掲載しました。 

 

本誌作成にあたり、情報をご提供いただいたすべての関係者の皆様に、心からお礼を申

し上げますとともに、本誌が秋田県の貿易・投資誘致促進の一助となれば幸いです。 

 

 

2018年 11月 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

秋 田 貿 易 情 報 セ ン タ ー 
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＜本書の利用方法＞ 

 

 本書は、2018 年 8月から 10 月にかけて秋田県内の企業・事業所を対象に当センターが

実施したアンケートに基づき、海外ビジネスに関心がある、あるいはすでに海外ビジネス

を行っていると回答した企業の情報を掲載しています。また、国際ビジネスを支援する企

業や、貿易に関連する公的機関等の情報も掲載していますので、用途に応じてご活用くだ

さい。  

  

Ⅰ．貿易関心企業を検索し、概要について知る  

（１）企業名から探す 

企業名を五十音順（P.3～）に配列しました。日本語の企業名から検索すること

が可能です。 

（２）取扱品目別索引を利用する （P.7～） 

掲載企業・事業所が取り扱う品目を 15 種類に分類しました。取り扱い品目と輸

出入の実績の有無による検索が可能です。  

 

⇒ 企業名、品目別に検索した企業の概要は、「貿易関心企業の概要」（P.13～）に 

掲載しています。 

 

Ⅱ．海外進出企業を探す （P.67～） 

海外に拠点（現地法人や現地代理店など）を持つ企業を一覧にしました。  

 

Ⅲ．国際ビジネス支援企業を探す （P.69～） 

通訳、翻訳、輸出入代行等のサポートを行う企業を掲載しています。  

 
 

Ⅳ．貿易に関連する公的機関、役務提供企業を探す （P.83～） 

貿易を支援する、もしくは輸入規制などに関与する「公的機関」、貿易関連サービス

を提供する「銀行」、「通関・輸送業者」などを紹介しています。  

 

Ⅴ．留意事項  

（１）本ダイレクトリーには、すでに輸出入実績がある企業に加え、今後の取り引き 

を検討している企業も含まれています。  

（２）本ダイレクトリーは、掲載企業の経営内容等を保証するものでなく、経営内容 

に関連して事実と異なる記載があった場合や、それにより企業に損害等が生じ 

た場合でもジェトロは責任を一切負わないものとします。従って各企業の経営 

内容等に関しては、必要に応じて別途調査していただきますようお願いいたし 

ます。  

（３）本書の著作権は、すべて日本貿易振興機構（ジェトロ）秋田貿易情報センター

に帰属します。無断転載、無断複製を禁止します。  
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貿易関心企業 
 

秋田県内に事業所をもち、貿易に関心がある、またはすでに貿易・投資を

行っている企業・機関をまとめました。 

 

◆ 企業名索引（五十音順） ･･････････････････････････････ 3 

◆ 取扱品目別索引 ･･････････････････････････････････････ 7 

◆ 貿易関心企業の概要 ･････････････････････････････････13 

◆ 海外進出企業 ･････････････････････････････････････････67 
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貿易関心企業 

＜企業名索引＞ 
 

貿易関心企業の会社名を五十音順に配列しました。 

各企業の番号は、13 ページからの「貿易関心企業の概要」の掲載番号に

対応しています。 
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― 企業名索引（五十音順）― 

 

1 株式会社秋田アグリビジネス 31 ＮＳバイオジャパン株式会社 

2 一般社団法人秋田犬ツーリズム 32 株式会社エポックコミュニケーションズ 

3 秋田おばこ農業協同組合 33 株式会社エムアンドエム 

4 秋田海陸運送株式会社 34 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 

5 秋田化学工業株式会社 35 株式会社大曲油脂 

6 秋田・川連塗 寿次郎 36 有限会社折林ファーム 

7 秋田県産株式会社 37 有限会社開商 

8 秋田県貿易株式会社 38 株式会社海星 八幡平工場 

9 秋田コミュニティー放送株式会社 39 株式会社カネヒコ 

10 株式会社秋田今野商店 40 亀谷食品加工場 

11 秋田酒類製造株式会社 41 株式会社寒風 

12 あきた食彩プロデュース 42 企業組合農藝舎 

13 秋田成幸産業株式会社 43 菊地合板木工株式会社 

14 秋田清酒株式会社 44 株式会社協働インターナショナル 

15 株式会社秋田石材 45 株式会社グラッツ 

16 秋田中央バンドソー商会 46 株式会社グランドパレス川端 

17 秋田電装株式会社 47 有限会社クロスリンク 

18 秋田ハウス株式会社 48 小玉醸造株式会社 

19 株式会社秋田ハガイチオ 49 小林工業株式会社 

20 秋田銘醸株式会社 50 株式会社坂本バイオ 

21 アキモク鉄工株式会社 51 有限会社佐藤養助商店 

22 あぐりこまち株式会社 52 株式会社三栄機械 

23 株式会社浅利佐助商店 53 三共光学工業株式会社 

24 株式会社アネシア 54 株式会社清水自動車 

25 有限会社石孫本店 55 株式会社十文字サントップ 

26 有限会社伊藤石材店 56 新生グラビア株式会社 

27 株式会社稲庭うどん小川 57 進藤電気設計 

28 有限会社稲庭絹女うどん 58 株式会社鈴木水産 

29 インスペック株式会社 59 株式会社誠文社 

30 羽後設備株式会社 60 有限会社大成商事 
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61 株式会社ダイナミック・サニート 91 株式会社ムカイ 

62 高茂合名会社 / ヤマモ味噌醤油醸造元 92 株式会社無限堂 

63 田鉄産業有限会社 93 矢島木材乾燥株式会社 

64 株式会社ツバサ 94 株式会社やすだ 

65 有限会社ティー・アイ・ティー 95 株式会社ヤマダフーズ 

66 東光鉄工株式会社 96 一般社団法人横手市観光協会 

67 東邦運輸倉庫株式会社 97 横手精工株式会社 

68 株式会社トースト 98 株式会社ヨシダアニー 

69 有限会社冨岡商店 99 Luida Relation 株式会社 

70 株式会社トラパンツ 100 株式会社レジーナ 

71 有限会社トリトンハウス 101 株式会社 Local Power 

72 有限会社長沼製作所 102 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社 

73 ナガハマコーヒー株式会社 103 株式会社わらび座 

74 株式会社那波商店   

75 日発精密工業株式会社   

76 日本精機株式会社   

77 農事組合法人大沢ファーム   

78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所   

79 能代運輸株式会社 能代港運事業所   

80 Vanda Products   

81 パン・パシフィック交易株式会社   

82 有限会社ビュー   

83 株式会社ひろまる食品工房   

84 株式会社フルゥ―ル   

85 株式会社ベンリサービス社   

86 株式会社マツザワ   

87 株式会社丸松銘木店   

88 有限会社三浦米太郎商店   

89 三又建設株式会社   

90 ミツミ電機株式会社 秋田事業所   
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貿易関心企業 

＜取扱品目別索引＞ 
 

貿易関心企業の取り扱い品目を 15 種類に分類しました。 

取り扱い品目と輸出入の実績の有無による検索が可能です。 

各企業の番号は、13 ページからの「貿易関心企業の概要」の掲載番号に対応しています。 

 

０１ 動植物・飼料 

０２ 食品・飲料 

０３ 資源・土石 

０４ 化学品 

０５ 木材・同製品・紙 

０６ 繊維・皮革製品 

０７ 産業用資材 

０８ 金属 

０９ 一般・精密機械 

１０ 自動車等輸送機械・同部品 

１１ 電気・電子機械・同部品 

１２ 健康・福祉関連 

１３ 住宅関連 

１４ 雑貨・趣味・装身 

１５ その他 
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― 取扱品目別索引 ― 

 

 

０１ 動植物・飼料 輸入 輸出      

31 ＮＳバイオジャパン株式会社 ○ ○  44 株式会社協働インターナショナル ○ ○ 

35 株式会社大曲油脂  ○  45 株式会社グラッツ ○ ○ 

42 企業組合農藝舎 ○   46 株式会社グランドパレス川端   

44 株式会社協働インターナショナル ○ ○  47 有限会社クロスリンク  ○ 

73 ナガハマコーヒー株式会社 ○   48 小玉醸造株式会社  ○ 

     50 株式会社坂本バイオ ○ ○ 

     51 有限会社佐藤養助商店  ○ 

０２ 食品・飲料 輸入 輸出  58 株式会社鈴木水産  ○ 

1 株式会社秋田アグリビジネス  ○  62 高茂合名会社 / ヤマモ味噌醤油醸造元  ○ 

2 一般社団法人秋田犬ツーリズム    64 株式会社ツバサ   

3 秋田おばこ農業協同組合  ○  68 株式会社トースト  ○ 

7 秋田県産株式会社 ○   71 有限会社トリトンハウス ○  

8 秋田県貿易株式会社 ○ ○  73 ナガハマコーヒー株式会社 ○  

10 株式会社秋田今野商店 ○ ○  74 株式会社那波商店  ○ 

11 秋田酒類製造株式会社  ○  77 農事組合法人大沢ファーム  ○ 

12 あきた食彩プロデュース  ○  81 パン・パシフィック交易株式会社 ○ ○ 

13 秋田成幸産業株式会社 ○   83 株式会社ひろまる食品工房  ○ 

14 秋田清酒株式会社    84 株式会社フルゥ―ル ○ ○ 

19 株式会社秋田ハガイチオ  ○  88 有限会社三浦米太郎商店  ○ 

20 秋田銘醸株式会社    92 株式会社無限堂 ○ ○ 

22 あぐりこまち株式会社    94 株式会社やすだ   

23 株式会社浅利佐助商店  ○  95 株式会社ヤマダフーズ  ○ 

25 有限会社石孫本店  ○  96 一般社団法人横手市観光協会  ○ 

27 株式会社稲庭うどん小川  ○  99 Luida Relation 株式会社 ○ ○ 

28 有限会社稲庭絹女うどん    103 株式会社わらび座 ○ ○ 

31 ＮＳバイオジャパン株式会社 ○ ○  

33 株式会社エムアンドエム ○ ○  

34 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会  ○  

36 有限会社折林ファーム  ○  

38 株式会社海星 八幡平工場  ○  

40 亀谷食品加工場  ○      

42 企業組合農藝舎 ○       

         

※輸出入欄の〇は、輸出入の実績（直接・間接）があることを示しています。 
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０３ 資源・土石 輸入 輸出     

4 秋田海陸運送株式会社 ○ ○      

26 有限会社伊藤石材店 ○       

41 株式会社寒風 ○ ○      

         

         

     

０４ 化学品 輸入 輸出  ０６  繊維・皮革製品 輸入 輸出 

50 株式会社坂本バイオ ○ ○  55 株式会社十文字サントップ ○ ○ 

59 株式会社誠文社  ○  67 東邦運輸倉庫株式会社 ○ ○ 

67 東邦運輸倉庫株式会社 ○ ○  80 Vanda Products   

82 有限会社ビュー  ○  84 株式会社フルゥ―ル ○ ○ 

101 株式会社 Local Power ○ ○  99 Luida Relation 株式会社 ○ ○ 

         

         

０５ 木材・同製品・紙 輸入 輸出  ０７ 産業用資材 輸入 輸出 

4 秋田海陸運送株式会社 ○ ○  3 秋田おばこ農業協同組合   ○  

6 秋田・川連塗 寿次郎  ○  13 秋田成幸産業株式会社 ○  

7 秋田県産株式会社 ○   66 東光鉄工株式会社 ○  

43 菊地合板木工株式会社 ○ ○  78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 ○  

56 新生グラビア株式会社  ○  98 株式会社ヨシダアニー   

59 株式会社誠文社  ○      

63 田鉄産業有限会社 ○       

71 有限会社トリトンハウス ○       

78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 ○   ０８ 金属 輸入 輸出 

81 パン・パシフィック交易株式会社 ○ ○  66 東光鉄工株式会社 ○    

85 株式会社ベンリサービス社 ○   72 有限会社長沼製作所   

87 株式会社丸松銘木店  ○  75 日発精密工業株式会社 ○ ○ 

89 三又建設株式会社        

93 矢島木材乾燥株式会社 ○ ○      

102 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社        

 

 

※輸出入欄の〇は、輸出入の実績（直接・間接）があることを示しています。 
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０９ 一般・精密機械 輸入 輸出  １１ 電気・電子機械、同部品 輸入 輸出 

4 秋田海陸運送株式会社 ○ ○  17 秋田電装株式会社 ○ ○ 

5 秋田化学工業株式会社  ○  29 インスペック株式会社 ○ ○ 

8 秋田県貿易株式会社 ○ ○  30 羽後設備株式会社 ○  

13 秋田成幸産業株式会社 ○   39 株式会社カネヒコ   

16 秋田中央バンドソー商会 ○ ○  49 小林工業株式会社   

21 アキモク鉄工株式会社    52 株式会社三栄機械  ○ 

37 有限会社開商  ○  57 進藤電気設計  ○ 

49 小林工業株式会社    72 有限会社長沼製作所   

52 株式会社三栄機械  ○  75 日発精密工業株式会社 ○ ○ 

67 東邦運輸倉庫株式会社 ○ ○  85 株式会社ベンリサービス社 ○  

72 有限会社長沼製作所    90 ミツミ電機株式会社 秋田事業所 ○ ○ 

76 日本精機株式会社 ○ ○      

91 株式会社ムカイ ○ ○       

     １２ 健康・福祉関連   

     37 有限会社開商  ○ 

１０ 自動車等輸送機械、同部品 輸入 輸出  50 株式会社坂本バイオ ○ ○ 

5 秋田化学工業株式会社  ○  101 株式会社 Local Power ○ ○ 

21 アキモク鉄工株式会社        

49 小林工業株式会社        

52 株式会社三栄機械  ○      

54 株式会社清水自動車        

60 有限会社大成商事  ○  １３  住宅関連 輸入 輸出 

75 日発精密工業株式会社 ○ ○  15 株式会社秋田石材 ○  

81 パン・パシフィック交易株式会社 ○ ○  18 秋田ハウス株式会社 ○  

90 ミツミ電機株式会社 秋田事業所 ○ ○  30 羽後設備株式会社 ○  

     37 有限会社開商  ○ 

     57 進藤電気設計  ○ 

     63 田鉄産業有限会社 ○  

     78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 ○  

     93 矢島木材乾燥株式会社 ○ ○ 

         

         

※輸出入欄の〇は、輸出入の実績（直接・間接）があることを示しています。 
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１４ 雑貨、趣味、装身 輸入 輸出      

6 秋田・川連塗 寿次郎  ○      

7 秋田県産株式会社 ○       

8 秋田県貿易株式会社 ○ ○      

24 株式会社アネシア  ○      

25 有限会社石孫本店  ○      

31 ＮＳバイオジャパン株式会社 ○ ○      

32 株式会社エポックコミュニケーションズ ○ ○      

44 株式会社協働インターナショナル ○ ○      

45 株式会社グラッツ ○ ○      

57 進藤電気設計  ○      

62 高茂合名会社 / ヤマモ味噌醤油醸造元  ○      

64 株式会社ツバサ        

69 有限会社冨岡商店  ○      

71 有限会社トリトンハウス ○       

74 株式会社那波商店  ○      

80 Vanda Products        

82 有限会社ビュー  ○      

84 株式会社フルゥ―ル ○ ○      

85 株式会社ベンリサービス社 ○       

101 株式会社 Local Power ○ ○      

102 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社        

 

１５ その他 輸入 輸出      

9 秋田コミュニティー放送株式会社    65 有限会社ティー・アイ・ティー   

15 株式会社秋田石材 ○   70 株式会社トラパンツ   

21 アキモク鉄工株式会社    79 能代運輸株式会社 能代港運事業所   

30 羽後設備株式会社 ○   86 株式会社マツザワ ○ ○ 

32 株式会社エポックコミュニケーションズ ○ ○  97 横手精工株式会社 ○ ○ 

53 三共光学工業株式会社    100 株式会社レジーナ ○ ○ 

60 有限会社大成商事  ○      

61 株式会社ダイナミック・サニート        

※輸出入欄の〇は、輸出入の実績（直接・間接）があることを示しています。 
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貿易関心企業 

＜貿易関心企業の概要＞ 
 

秋田県内に事業所をもち、貿易に関心がある、またはすでに輸出入や 

海外進出をしている企業・機関の概要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企業の掲載内容は、ジェトロ秋田が 2018年 8月～10月に実施した調査に基づく 

ものであり、内容についてジェトロが責任を負うものではありません。最新の情報に 

ついては各企業へ直接お問い合わせください。無断転載、無断複製を禁止します。 
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1 株式会社秋田アグリビジネス 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒010-0001 秋田県秋田市中通５丁目１−１ グ

ランドメゾン秋田２１１号 
  代表者 代表取締役 小林 治男 

TEL 018-831-1379   担当者 1 代表取締役 小林 治男 

FAX 018-832-2815   担当者 2  

E-mail c7y4e4@bma.biglobe.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 Akita Agribusiness Co.,LTD 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2016 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,000,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 シンガポール EU 英国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接) 投資 

海外拠点 1  / 種類 出資（合弁）   国・地域・都市 英国 ロンドン 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

2 一般社団法人秋田犬ツーリズム 

        

業種 その他の非製造業(DMO)   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒017-0031 秋田県大館市上代野字稲荷台１

－１ 
  代表者 代表理事 中田 直文 

TEL 070-2020-3085   担当者 1 主任 青島 久也 

FAX 0186-48-6222   担当者 2 田村 康子 

E-mail akitainu.tourism@gmail.com   企業規模 その他 

ホームページ https://letsmofumofuakita.jp/   英語版企業名 Akita Inu Tourism 

本社所在地 秋田県大館市   外国語対応 英語 

設立年 2016 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥0   英語版 HP https://letsmofumofuakita.jp/en/publics/ 

従業員数 7 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 調査研究 

関心ビジネス相手国 シンガポール 米国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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3 秋田おばこ農業協同組合 

        

業種 農業・林業・水産業   取扱品目 食品・飲料 産業用資材 

住所 〒014-0017 秋田県大仙市佐野町５−５   代表者 代表理事組合長 原 喜孝 

TEL 0187-86-0884   担当者 1 本田 翔平 

FAX 0187-86-0930   担当者 2  

E-mail beikoku@ja-obako.or.jp   企業規模 その他 

ホームページ http://ja-obako.or.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県大仙市   外国語対応  

設立年 1998 年   外国語カタログ  

資本金 ¥8,200,000,000   英語版 HP  

従業員数 825 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 香港 ロシア 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

4 秋田海陸運送株式会社 

        

業種 運輸   取扱品目 資源・土石 木材・同製品・紙 一般・精密機械 

住所 〒011-8585 秋田県秋田市土崎港西 2-5-9   代表者 代表取締役社長 西宮 公平 

TEL 018-845-0185   担当者 1 国際コンテナチーム 係長 星島 佑樹 

FAX 018-845-4229   担当者 2 国際コンテナチーム係長 川嶋 義文 

E-mail container@kairiku.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.kairiku.co.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 韓国語 

設立年 1942 年   外国語カタログ  

資本金 ¥100,000,000   英語版 HP  

従業員数 199 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目  

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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5 秋田化学工業株式会社 

        

業種 金属製品   取扱品目 一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 

住所 
〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字井戸尻

81 
  代表者 代表取締役 丹野 恭行 

TEL 0184-37-3166   担当者 1 代表取締役 丹野 恭行 

FAX 0184-36-2291   担当者 2  

E-mail info@akita-kagaku.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akita-kagaku.co.jp   英語版企業名 Akita Chemical Industries Co.,LTD 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1972 年   外国語カタログ  

資本金 ¥12,000,000   英語版 HP  

従業員数 72 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 

関心ビジネス相手国 台湾 ベトナム 

関心品目 一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

6 秋田・川連塗 寿次郎 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒012-0105 秋田県湯沢市川連町字大舘下山

王 119-3 
  代表者 代表 佐藤 幸一 

TEL 0183-42-3576   担当者 1 開発・営業担当 佐藤 史幸 

FAX 0183-42-4616   担当者 2  

E-mail info@jujiro.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://jujiro.jp   英語版企業名 Akita Kawaturanuri Jujirou 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1968 年   外国語カタログ 英語 

資本金    英語版 HP http://jujiro.jp/english.html 

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 EU 英国 

関心品目 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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7 秋田県産株式会社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

住所 〒010-0061 秋田県秋田市卸町 3-7-4   代表者 代表取締役 大島 紳司 

TEL 018-862-6431   担当者 1 代表取締役 大島 紳司 

FAX 018-864-0375   担当者 2  

E-mail shin@akitakensan.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ htto//www.akitakensan.co.jp   英語版企業名 AKITAKENSAN CO.LTD 

本社所在地 秋田市   外国語対応  

設立年 1970 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 40 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 インドネシア 中国 

関心品目 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 中国 上海 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

8 秋田県貿易株式会社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 一般・精密機械 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒011-0905 秋田県秋田市寺内字神屋敷 295-

47 
  代表者 代表取締役 嶋田 康子 

TEL 018-845-8832   担当者 1 貿易事業課 課長 志田 優 

FAX 018-845-8826   担当者 2 プランニングマネージャー 高橋 誠 

E-mail info@akitaken-trading.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akitaken-trading.com/   英語版企業名 Akitaken Trading Co.,LTD 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1981 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 10 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 中国 ペルー 

関心品目 食品・飲料 一般・精密機械 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類 駐在員事務所   国・地域・都市 香港 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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9 秋田コミュニティー放送株式会社 

        

業種 その他サービス（旅行、娯楽等）   取扱品目 その他(音楽関連商品) 

住所 
〒010-0951 秋田県秋田市山王三丁目 1-7 

東カンビル 1階 
  代表者 代表取締役社長 伊藤 秀男 

TEL 018-888-3001   担当者 1 業務統括 佐藤 義則 

FAX 018-888-3004   担当者 2  

E-mail acb@fm765.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.fm765.com   英語版企業名 akita community broadcasting co.ltd 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1998 年   外国語カタログ  

資本金 ¥45,000,000   英語版 HP  

従業員数 10 名     

        
関心ビジネス形態 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 その他(海外情報全般) 

ビジネス実績 その他 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

10 株式会社秋田今野商店 

        

業種 その他の製造業(麹菌、乳酸菌の製造、販売)   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒019-2112 秋田県大仙市刈和野 248   代表者 代表取締役社長 今野 宏 

TEL 0187-75-1250   担当者 1 代表取締役社長 今野 宏 

FAX 0187-75-1255   担当者 2 総務部 佐々木 真太朗 

E-mail aok-office@akita-konno.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akita-konno.co.jp/   英語版企業名 Akita Konno Co.,LTD 

本社所在地 秋田県大仙市   外国語対応 英語 

設立年 1910 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥36,000,000   英語版 HP http://www.akita-konno.co.jp 

従業員数 35 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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11 秋田酒類製造株式会社 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒010-0934 秋田県秋田市川元むつみ町 4-12   代表者 取締役社長 平川 順一 

TEL 018-864-7331   担当者 1 執行役員営業企画部長 土田 聡 

FAX 018-863-9379   担当者 2  

E-mail inquiry@takashimizu.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.takashimizu.co.jp   英語版企業名 Akita Shurui Seizoh Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1944 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥60,000,000   英語版 HP http://www.takashimizu.com 

従業員数 128 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

12 あきた食彩プロデュース 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒010-0001 秋田県秋田市中通五丁目１番５１

号 北都ビルディング 5階 
  代表者 代表取締役 藤田 直人 

TEL 018-836-4931   担当者 1  

FAX 018-836-4932   担当者 2  

E-mail info@assp.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地    外国語対応 中国語 

設立年     外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類 駐在員事務所   国・地域・都市 台湾 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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13 秋田成幸産業株式会社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 産業用資材 一般・精密機械 

住所 
〒010-0002 秋田県秋田県秋田市東通仲町１４−

３ アイロード OTA 1F 
  代表者 代表取締役 利部 浩 

TEL 090-1497-4828   担当者 1 ミャンマー事業部 事業部長 利部 真太朗 

FAX 018-836-1666   担当者 2  

E-mail 1696402a@gmail.com   企業規模 中小企業 

ホームページ https://www.konpouya.com/ 

&cid=ftmn&vmode=&ft_kcont=3&wab=3&vnt=n

& 

  英語版企業名 Akita Seikou Sangyou Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1988 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 10 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 ASEAN タイ 

関心品目 食品・飲料 木材・同製品・紙 産業用資材 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類 駐在員事務所   国・地域・都市 ミャンマー ヤンゴン 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

14 秋田清酒株式会社 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒014-0801 秋田県大仙市戸地谷字天ケ沢 83-1   代表者 代表取締役社長 伊藤 洋平 

TEL 0187-63-1224   担当者 1 営業 東海林 直弥 

FAX 0187-66-2277   担当者 2 営業 黒政 昇平 

E-mail info@igeta.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.igeta.jp/   英語版企業名 AKITA SEISHU CO.,LTD. 

本社所在地 秋田県大仙市戸地谷字天ケ沢 83-1   外国語対応 英語 

設立年 1972 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥45,000,000   英語版 HP  

従業員数 35 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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15 株式会社秋田石材 

        

業種 小売   取扱品目 住宅関連 その他(stone) 

住所 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字田尻沢 73-1   代表者 代表取締役 八木 秀一 

TEL 018-888-8282   担当者 1 課長 猪股 大輔 

FAX 018-888-8284   担当者 2  

E-mail inomata@akitastone.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akitastone.com   英語版企業名  

本社所在地 秋田県由利本荘市   外国語対応  

設立年 1972 年   外国語カタログ  

資本金 ¥19,000,000   英語版 HP  

従業員数 40 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 中国 ベトナム 

関心品目 資源・土石 その他 

ビジネス実績 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

16 秋田中央バンドソー商会 

        

業種 一般機械   取扱品目 一般・精密機械 

住所 〒010-1637 秋田県秋田市新屋扇町 12-50   代表者 代表 加藤 譲治 

TEL 018-828-4332   担当者 1 代表 加藤 譲治 

FAX 018-828-1434   担当者 2  

E-mail akita-sb@cna.ne.jp   企業規模 その他 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1970 年   外国語カタログ  

資本金 ¥5,000,000   英語版 HP  

従業員数 2 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 韓国 台湾 ロシア 

関心品目 一般・精密機械 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 ロシア ハバロフスク 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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17 秋田電装株式会社 

        

業種 電気機械   取扱品目 電気・電子機械・同部品 

住所 
〒012-1121 秋田県雄勝郡羽後町杉宮字柏原３

４番地 
  代表者 代表取締役社長 佐藤 和彦 

TEL 0183-62-2129   担当者 1 取締役工場長 佐藤 栄悦 

FAX 0183-62-4101   担当者 2  

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 ＡＫＩＴＡ ＤＥＮＳＯ ＫＡＢＵＳＩＫＩＫＡＩＳＹＡ 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1973 年   外国語カタログ  

資本金 ¥60,000,000   英語版 HP  

従業員数 109 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 

関心品目 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

18 秋田ハウス株式会社 

        

業種 建設   取扱品目 住宅関連 

住所 
〒015-0051 秋田県由利本荘市川口字後野

19-5 
  代表者 取締役 奥山 一寸法師 

TEL 0184-23-2848   担当者 1  

FAX 0184-22-1734   担当者 2  

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 AKITA HOUSE co.,ltd 

本社所在地    外国語対応  

設立年     外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 中国 マレーシア 

関心品目 住宅関連 

ビジネス実績 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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19 株式会社秋田ハガイチオ 

        

業種 農業・林業・水産業   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒018-5721 秋田県大館市比内町独鈷字日詰村

上４８－２ 
  代表者 代表取締役 羽賀 一雄 

TEL 0186-56-2511   担当者 1 代表取締役 羽賀 一雄 

FAX 0186-56-2511   担当者 2  

E-mail one.wing@cocoa.plala.or.jp   企業規模 その他 

ホームページ http://www.tonburi.tororo.us   英語版企業名 kabusikigaisyaakitahagaichio 

本社所在地 秋田県・大館市   外国語対応  

設立年 2013 年   外国語カタログ  

資本金 ¥2,000,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 EU 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

20 秋田銘醸株式会社 

        

業種 その他の製造業(清酒製造業)   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒012-0814 秋田県湯沢市大工町 4-23   代表者 代表取締役社長 京野 勉 

TEL 0183-73-3161   担当者 1 販売課長 高山 康幸 

FAX 0183-72-3247   担当者 2  

E-mail ranman@ranman.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ranman.co.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1922 年   外国語カタログ  

資本金 ¥90,000,000   英語版 HP  

従業員数 87 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国  

関心品目  

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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21 アキモク鉄工株式会社 

        

業種 一般機械   取扱品目 
一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 

その他(鋼構造製品) 

住所 〒016-0122 秋田県能代市扇田字柑子畑 1-29   代表者 代表取締役社長 花下 智之 

TEL 0185-58-3691   担当者 1 代表取締役社長 花下 智之 

FAX 0185-58-3688   担当者 2 常務取締役 須合 悟 

E-mail hanashita@akimoku-iw.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akimoku-iw.jp   英語版企業名 Akimoku Iron Works Co.,LTD 

本社所在地 秋田県能代市   外国語対応 英語 

設立年 1980 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥30,000,000   英語版 HP  

従業員数 44 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 ASEAN EU 米国 

関心品目 その他(塩分洗浄装置) 

ビジネス実績 投資 

海外拠点 1  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 マレーシア クアラルンプール 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

22 あぐりこまち株式会社 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字梶ノ目９８

－１ 
  代表者 代表取締役 渡辺 健 

TEL 018-868-2285   担当者 1 代表取締役 渡辺 健 

FAX 018-868-8787   担当者 2  

E-mail aguri-komachi@hb.tp1.jp   企業規模 その他 

ホームページ http://okayu.shop-pro.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2012 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,000,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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23 株式会社浅利佐助商店 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字観音堂２７－３   代表者 代表取締役社長 浅利 滋 

TEL 0186-23-3127   担当者 1 営業部長 小松谷 和人 

FAX 0186-23-2720   担当者 2 営業次長 田中 信行 

E-mail info@fukuzyu.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.fukuzyu.com   英語版企業名 Asari Sasuke Shouten & Co.,LTD 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1872 年   外国語カタログ 英語 中国語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 40 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 中国 香港 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

24 株式会社アネシア 

        

業種 その他の製造業(インテリア)   取扱品目 雑貨・趣味・装身 

住所 〒017-0042 秋田県大館市字観音堂 539-1   代表者 代表取締役 関口 みゆき 

TEL 0186-49-3162   担当者 1 代表取締役 関口 みゆき 

FAX 0186-57-8190   担当者 2  

E-mail info@miuis-japan.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.miuis-japan.com   英語版企業名 Annecia.Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県大館市   外国語対応 英語 フランス語 

設立年 2001 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://miuis-japan.com/en/ 

従業員数 2 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 英国 フランス 米国 

関心品目 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 フランス パリ市 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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25 有限会社石孫本店 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字岩崎 162   代表者 代表取締役 石川 裕子 

TEL 0183-73-2901   担当者 1 専務 石川 果奈 

FAX 0183-73-8131   担当者 2  

E-mail ishimago@gray.plala.or.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://ishimago.main.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県湯沢市岩崎字岩崎 162   外国語対応  

設立年 2005 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥9,600,000   英語版 HP  

従業員数 7 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 フランス 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

26 有限会社伊藤石材店 

        

業種 窯業・土石   取扱品目 資源・土石 

住所 
〒014-0375 秋田県仙北市角館町岩瀬下タ野

137-1 
  代表者 代表取締役 伊藤 義雄 

TEL 0187-55-2647   担当者 1 代表取締役 伊藤 義雄 

FAX 0187-54-3438   担当者 2  

E-mail yoshio-ito@isekizai.jp   企業規模 その他 

ホームページ http://www.isekizai.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県仙北市   外国語対応  

設立年 1992 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 3 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 インド 中国 南アフリカ 

関心品目 資源・土石 

ビジネス実績 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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27 株式会社稲庭うどん小川 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒012-0107 秋田県湯沢市稲庭町字大森沢 144   代表者 代表取締役 小川 博和 

TEL 0183-43-2803   担当者 1 代表取締役 小川 博和 

FAX 0183-43-2857   担当者 2  

E-mail ogawakis@yutopia.or.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ogawaudon.com   英語版企業名  

本社所在地    外国語対応  

設立年 1986 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 70 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

28 有限会社稲庭絹女うどん 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒012-0107 秋田県秋田県湯沢市稲庭町字稲

庭 132-1 
  代表者 代表取締役 高橋 和彦 

TEL 0183-43-2638   担当者 1  

FAX 0183-43-2688   担当者 2  

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地    外国語対応  

設立年    外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 シンガポール 台湾 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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29 インスペック株式会社 

        

業種 電気機械   取扱品目 電気・電子機械・同部品 

住所 
〒014-0341 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷

79-1 
  代表者 代表取締役社長 菅原 雅史 

TEL 0187-54-1888   担当者 1 経理課長 薄田 亨 

FAX 0187-54-3195   担当者 2  

E-mail inspec.info@inspec21.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.inspec21.com   英語版企業名  

本社所在地 秋田県仙北市   外国語対応  

設立年 1988 年   外国語カタログ  

資本金 ¥822,971,000   英語版 HP  

従業員数 49 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 タイ 台湾 中国 

関心品目 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 台湾 桃園市 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

30 羽後設備株式会社 

        

業種 建設   取扱品目 
電気・電子機械・同部品 住宅関連 その他(風力

発電機用メンテナンス部品) 

住所 〒010-0917 秋田県秋田市泉中央 2-2-29   代表者 代表取締役社長 佐藤 裕之 

TEL 018-863-0202   担当者 1 代表取締役社長 佐藤 裕之 

FAX 018-863-0205   担当者 2  

E-mail info@ugo.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ugo.co.jp/   英語版企業名 Ugo-setsubi Co.,LTD 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1964 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 88 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 台湾 EU 米国 

関心品目 一般・精密機械 電気・電子機械・同部品 住宅関連 

ビジネス実績 輸入(直接・間接) 投資 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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31  ＮＳバイオジャパン株式会社 

        

業種 
その他の製造業(健康食品製造業、化粧品製造

販売業、家畜飼料製造販売業、他) 
  取扱品目 動植物・飼料 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿字高花

１５ 
  代表者 代表取締役 佐藤 卯兵衛 

TEL 0182-22-3015   担当者 1 営業部長 吉村 誠一 

FAX 0182-22-5706   担当者 2 統括部長 高橋 伸一 

E-mail s-yoshimura@asok.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.nsbj.jp   英語版企業名 NS BIO JAPAN Co.,LTD 

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応 中国語 

設立年 2009 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 7 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 調査研究 

関心ビジネス相手国 中国 香港 米国 

関心品目 動植物・飼料 食品・飲料 健康・福祉関連 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

32 株式会社エポックコミュニケーションズ 

        

業種 
その他の非製造業(広告・宣伝、各種コンテンツ

の制作、イベントプロデュース) 
  取扱品目 

雑貨・趣味・装身 その他(広告・宣伝、ブランド構

築、イベントプロデュース、各種コンテンツの制

作、) 

住所 〒010-0942 秋田県秋田市川尻大川町 4-7   代表者 代表取締役 大久保 利彦 

TEL 018-863-8637   担当者 1 代表取締役  大久保 利彦 

FAX 018-863-8646   担当者 2 取締役チーフプロデューサー 佐藤 貴信 

E-mail okubo@epochcom.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.epochcom.co.jp   英語版企業名 Epoch Communications 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1983 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 12 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 インド 台湾 ベトナム 

関心品目 雑貨・趣味・装身 その他(インバウンド対策の販売促進計画) 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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33 株式会社エムアンドエム 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒010-0921 秋田県秋田市大町 3-2-44-2F   代表者 代表取締役 佐々木 正光 

TEL 018-862-9287   担当者 1 海外営業マネージャー 佐々木 愛 

FAX 018-862-9297   担当者 2  

E-mail trade@mandm-akita.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.mandm-akita.com   英語版企業名 M & M CO., LTD. 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1989 年   外国語カタログ 英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 12 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 インド オーストラリア EU 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

34 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒010-0492 秋田県南秋田郡大潟村字西 4-88   代表者 代表取締役社長 涌井 徹 

TEL 0185-45-2851   担当者 1 事業開発部統括 加藤 貴之 

FAX 0185-45-2380   担当者 2  

E-mail eigyo@akitakomachi.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://akitakomachi.co.jp/   英語版企業名 OGATA VILLAGE AKITAKOMACHI RICE 

PRODUCERS CO., LTD. 本社所在地 秋田県   外国語対応 英語 

設立年 1988 年   外国語カタログ 英語 中国語 

資本金 ¥90,600,000   英語版 HP http://akitakomachi.co.jp/english/ 

従業員数 130 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 香港 米国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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35 株式会社大曲油脂 

        

業種 その他の製造業(食用油脂製造、飼料製造)   取扱品目 動植物・飼料 

住所 
〒014-0001 秋田県大仙市花館字大戸下川原３

－１８ 
  代表者 代表取締役 仙北 直樹 

TEL 0187-63-4020   担当者 1 代表取締役 仙北 直樹 

FAX 0187-73-8017   担当者 2  

E-mail info@oof.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.oof.co.jp/   英語版企業名 Omagari Oils and Fats, Inc. 

本社所在地 秋田県   外国語対応 英語 

設立年 1981 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://www.oof.co.jp/?page_id=73 

従業員数 8 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 ASEAN インド EU 

関心品目 動植物・飼料 その他(動植物性油脂、廃食用油回収・リサイクルサービス（システム）) 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

36 有限会社折林ファーム 

        

業種 農業・林業・水産業   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒015-0034 秋田県由利本荘市芦川字折林

122 
  代表者 代表取締役 佐藤 民雄 

TEL 0184-28-2928   担当者 1 取締役常務 三浦 徳也 

FAX 0184-28-2958   担当者 2  

E-mail of0597@ont.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://oribayashi-farm.com/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県由利本荘市   外国語対応  

設立年 2005 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 12 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 インド インドネシア カンボジア 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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37 有限会社開商 

        

業種 医療・福祉   取扱品目 一般・精密機械 健康・福祉関連 住宅関連 

住所 
〒010-0001 秋田県秋田市中通６丁目１３－２ー

１４０２ 
  代表者 代表取締役 畠 巌 

TEL 018-832-7777   担当者 1 代表取締役 畠 巌 

FAX 018-832-7777   担当者 2  

E-mail carbonicnano@yahoo.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akitacci.or.jp/company/12889   英語版企業名 KAISHO Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1988 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 一般・精密機械 健康・福祉関連 住宅関連 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 中国 中国常州市 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

38 株式会社海星 八幡平工場 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒018-5141 秋田県鹿角市八幡平字下水沢

86-1 
  代表者 代表取締役 佐藤 哲也 

TEL 03-3555-8308   担当者 1 工場長 横渕 一政 

FAX 03-3555-3866   担当者 2 副工場長 浅石 祐子 

E-mail tetsuya@kai-sei.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.kai-sei.com/   英語版企業名 Kaisei Co.,Ltd. 

本社所在地 東京都中央区   外国語対応 英語 

設立年 1990 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 11 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 ASEAN インド タイ 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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39 株式会社カネヒコ 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 電気・電子機械・同部品 

住所 〒010-0966 秋田県秋田市高陽青柳町１７－６４   代表者 代表取締役 阿部 大助 

TEL 018-823-8317   担当者 1  

FAX 018-864-6353   担当者 2  

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地    外国語対応  

設立年 1972 年   外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国  

関心品目  

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

40 亀谷食品加工場 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒013-0035 秋田県横手市平和町 14-7   代表者 代表 亀谷 吉廣 

TEL 0182-32-2734   担当者 1 営業部長 亀谷 浩章 

FAX 0182-32-2754   担当者 2  

E-mail marukame@gray.plala.or.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://marukame.net/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応  

設立年 1927 年   外国語カタログ 英語 

資本金    英語版 HP  

従業員数 5 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 シンガポール 台湾 香港 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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41 株式会社寒風 

        

業種 建設   取扱品目 資源・土石 

住所 〒010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字前野 1-1   代表者 代表取締役社長 菅原 廣悦 

TEL 0185-25-2222   担当者 1 総務部 次長 安田 千恵美 

FAX 0185-25-2223   担当者 2  

E-mail info@kanpu.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://kanpu-oga.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1946 年   外国語カタログ  

資本金 ¥30,000,000   英語版 HP  

従業員数 59 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 インドネシア 中国 

関心品目 資源・土石 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

42 企業組合農藝舎 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 動植物・飼料 食品・飲料 

住所 
〒010-0877 秋田県秋田市千秋矢留町６－３０

ー１２０３ 
  代表者 代表理事 佐々木 三知夫 

TEL 018-834-5835   担当者 1 理事 佐々木 洋平 

FAX 018-834-5835   担当者 2  

E-mail donpu2000@gmail.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.donpu.net   英語版企業名 ＫＩＧＹＯＵＫＵＭＩＡＩ ＮＯＵＧＥＩＳＹＡ 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2013 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,300,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 台湾 ベトナム ロシア 

関心品目 動植物・飼料 食品・飲料 健康・福祉関連 

ビジネス実績 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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43 菊地合板木工株式会社 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 

住所 
〒018-1711 秋田県南秋田郡五城目町高崎字里

下 82-3 
  代表者 代表取締役 菊地 成一 

TEL 018-852-4105   担当者 1 取締役 菊地 けい子 

FAX 018-852-4991   担当者 2  

E-mail info@kikuchi-mokko.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.kikuchi-mokko.com/   英語版企業名 Kikuchi Gohan Mokko Co.,LTD 

本社所在地 秋田県南秋田郡五城目町   外国語対応 英語 

設立年 1960 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥60,000,000   英語版 HP http://www.kikuchi-japan.com/ 

従業員数 60 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 中国 EU ロシア 

関心品目 木材・同製品・紙 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 駐在員事務所   国・地域・都市 中国 山東省青島市 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

44 株式会社協働インターナショナル 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 動植物・飼料 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒010-0921 秋田県秋田市大町３丁目２番４４号

協働大町ビル 
  代表者 代表取締役 浅利 久樹 

TEL 018-863-2111   担当者 1 代表取締役 浅利 久樹 

FAX 018-863-2119   担当者 2  

E-mail hasari@poplar.ocn.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 ＫＹＯＤＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ、ＬＴＤ 

本社所在地 秋田県秋田市大町３丁目２番４４号   外国語対応 英語 中国語 

設立年 1994 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 2 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 中国 

関心品目 動植物・飼料 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 投資 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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45 株式会社グラッツ 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 〒016-0865 秋田県能代市青葉町 3-5   代表者 代表取締役 塚本 民雄 

TEL 0185-54-3545   担当者 1 代表取締役 塚本 民雄 

FAX 0185-54-3515   担当者 2  

E-mail info@grats.biz   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ggshop.biz   英語版企業名 GRATS Co.,LTD 

本社所在地 秋田県能代市   外国語対応  

設立年 1977 年   外国語カタログ  

資本金 ¥26,000,000   英語版 HP  

従業員数 23 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 韓国 

関心品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 韓国 プサン 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

46 株式会社グランドパレス川端 

        

業種 その他サービス（旅行、娯楽等）   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒014-0051 秋田県大仙市大曲浜町 7-39   代表者 代表取締役社長 齋藤 浩英 

TEL 0187-62-0354   担当者 1 経営企画部 執行役員部長 湯澤 信一 

FAX 0187-63-0354   担当者 2  

E-mail s.yuzawa@e-gpk.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http//www.e-gpk.co.jp/   英語版企業名 Kawabata CO.,Ltd. 

本社所在地 秋田県大仙市   外国語対応 英語 

設立年 1978 年   外国語カタログ  

資本金 ¥95,000,000   英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 その他 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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47 有限会社クロスリンク 

        

業種 専門サービス（コンサルティング・法務等）   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒010-0973 秋田県秋田県秋田市八橋本町 3

丁目 13番 19 号 ニューリバーレジデンス 104 
  代表者 取締役 佐藤 妙子 

TEL 018-864-5518   担当者 1 常務 桜田 公和 

FAX 018-864-5518   担当者 2  

E-mail jqwtk705@ybb.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://crosslink-akita.jp/   英語版企業名 CROSS LINK CO．，LTD 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2006 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 中国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 中国 遼寧省大連市中山区 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

48 小玉醸造株式会社 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚

34-1 
  代表者 代表取締役社長 小玉 真一郎 

TEL 018-877-2100   担当者 1 海外流通室長 小玉 英子 

FAX 018-877-2104   担当者 2  

E-mail e-kodama@kodamajozo.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.kodamajozo.co.jp/   英語版企業名 Kodama Brewing Co.,LTD. 

本社所在地 秋田県   外国語対応 英語 

設立年 1879 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥90,000,000   英語版 HP  

従業員数 50 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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49 小林工業株式会社 

        

業種 電気機械   取扱品目 
一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 電

気・電子機械・同部品 

住所 
〒015-8686 秋田県由利本荘市石脇字赤冗 1-

372 
  代表者 代表取締役 小林 憲一郎 

TEL 0184-22-5320   担当者 1 常務取締役 瀧澤 薫 

FAX 0184-24-6100   担当者 2  

E-mail info@kobayashi-akita.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.kobayashi-akita.co.jp   英語版企業名 Kobayashi Industry Co.,LTD. 

本社所在地 秋田県 由利本荘市   外国語対応  

設立年 1952 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥50,000,000   英語版 HP http://www.kobayashi-akita.co.jp 

従業員数 212 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 中国 ドイツ 

関心品目  

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 ドイツ 

海外拠点 2  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 韓国 

      

50 株式会社坂本バイオ 

        

業種 医療品・化粧品   取扱品目 食品・飲料 化学品 健康・福祉関連 

住所 
〒010-1341 秋田県秋田市雄和新波字寺沢３

２番地８ 
  代表者 代表取締役 後藤 考宏 

TEL 018-887-2002   担当者 1 後藤 考宏 

FAX 018-887-2098   担当者 2  

E-mail order@sakamotobio.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.sakamotobio.com   英語版企業名 Sakamoto Bio Co.,LTD 

本社所在地    外国語対応 英語 

設立年 1998 年   外国語カタログ 英語 中国語 

資本金 ¥60,000,000   英語版 HP  

従業員数 3 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 化学品 健康・福祉関連 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 投資 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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51 有限会社佐藤養助商店 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒012-0107 秋田県湯沢市稲庭町字稲庭 229   代表者 代表取締役 佐藤 正明 

TEL 0183-43-2226   担当者 1 常務取締役 麻生 雅樹 

FAX 0183-43-2812   担当者 2  

E-mail ys@sato-yoske.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.sato-yoske.co.jp   英語版企業名 SATOH YOHSUKE Co.,Ltd. 

本社所在地 秋田県湯沢市   外国語対応  

設立年 1980 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 280 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 出資（合弁）   国・地域・都市 台湾 台北市 

海外拠点 2  / 種類 現地代理店等   国・地域・都市 香港 

      

52 株式会社三栄機械 

        

業種 精密機器   取扱品目 
一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 電

気・電子機械・同部品 

住所 
〒015-0051 秋田県由利本荘市川口字家妻

146-3 
  代表者 代表取締役社長 齊藤 民一 

TEL 0184-23-1094   担当者 1 専務取締役 佐藤 淳 

FAX 0184-23-1538   担当者 2 常務取締役 細矢 統 

E-mail info@sanei-kikai.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://sanei-kikai.co.jp   英語版企業名 Sanei-Kikai Co.,LTD 

本社所在地 秋田県由利本荘市   外国語対応  

設立年 1971 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥27,000,000   英語版 HP  

従業員数 80 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 調査研究 

関心ビジネス相手国 ASEAN EU 米国 

関心品目 一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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53 三共光学工業株式会社 

        

業種 精密機器   取扱品目 その他(光学レンズ、光学ユニット) 

住所 
〒019-1302 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡

森 215 
  代表者 代表取締役社長 萩原 達俊 

TEL 0182-37-2171   担当者 1 専務取締役 萩原 俊輔 

FAX 0182-37-2174   担当者 2  

E-mail sales@sankyou-kogaku.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.sankyou-kogaku.co.jp   英語版企業名 Sankyo Optical Industry Corp. 

本社所在地 東京都   外国語対応 英語 

設立年 1949 年   外国語カタログ  

資本金 ¥50,000,000   英語版 HP  

従業員数 360 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 ドイツ 米国 

関心品目 一般・精密機械 その他(光学レンズ、光学ユニット) 

ビジネス実績 その他 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

54 株式会社清水自動車 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 自動車等輸送機械・同部品 

住所 
〒016-0179 秋田県能代市浅内字鵜川堺１－

３ 
  代表者 代表取締役 清水 智仁 

TEL 0185-54-3461   担当者 1 代表取締役 清水 智仁 

FAX 0185-54-9172   担当者 2  

E-mail s-tr3000@agate.plala.or.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.shirakami.or.jp/~s-motor   英語版企業名 Shimizu Automobiles CO,LTD 

本社所在地 秋田県能代市   外国語対応  

設立年 1971 年   外国語カタログ  

資本金 ¥5,000,000   英語版 HP  

従業員数 15 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 ASEAN その他(オセアニア) その他(中東・アフリカ) 

関心品目 自動車等輸送機械・同部品 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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55 株式会社十文字サントップ 

        

業種 アパレル   取扱品目 繊維・皮革製品 

住所 
〒019-0507 秋田県横手市十文字町上鍋倉字

西坊田野 20-1 
  代表者 代表取締役社長 平沢 邦朗 

TEL 0182-42-0551   担当者 1 専務取締役 樋渡 誠 

FAX 0182-42-0550   担当者 2  

E-mail hiwatashi@suntop.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://suntop.co.jp   英語版企業名 JUMONJI SUNTOP CO.,LTD 

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応 英語 

設立年 1988 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 94 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 フィリピン ベトナム 

関心品目 繊維・皮革製品 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 投資 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 ベトナム ホーチミン 

海外拠点 2  / 種類 現地法人   国・地域・都市 ベトナム ベントレ県 

      

56 新生グラビア株式会社 

        

業種 紙・パルプ   取扱品目 木材・同製品・紙 

住所 〒016-0171 秋田県能代市河戸川南西山 18-5   代表者 代表取締役 内山 明 

TEL 0185-54-5667   担当者 1 代表取締役 内山 明 

FAX 0185-52-1292   担当者 2  

E-mail sinsei-g.akita@sweet.ocn.ne.jp   企業規模 その他 

ホームページ    英語版企業名 Shinsei Gravure Co.,LTD 

本社所在地 秋田県能代市河戸川南西山 18-5   外国語対応  

設立年 1978 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 7 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 インド インドネシア ロシア 

関心品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

ビジネス実績 輸出(間接) 投資 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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57 進藤電気設計 

        

業種 その他の製造業(電子機器)   取扱品目 
電気・電子機械・同部品 住宅関連 雑貨・趣味・装

身 

住所 
〒018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字町後

79-7 
  代表者 代表 進藤 正彦 

TEL 018-877-5303   担当者 1  

FAX 050-3488-5606   担当者 2  

E-mail contact@shindo-ds.com   企業規模 中小企業 

ホームページ https://shindo-ds.com/   英語版企業名 Shindo Denki Sekkei 

本社所在地    外国語対応 英語 

設立年 2010 年   外国語カタログ 英語 

資本金    英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 オーストラリア EU 米国 

関心品目 金属 電気・電子機械・同部品 住宅関連 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

58 株式会社鈴木水産 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森字磯村

72-3 
  代表者 代表取締役 鈴木 勇 

TEL 0185-77-2217   担当者 1 取締役部長 籾山 広之 

FAX 0185-77-3601   担当者 2  

E-mail suzuki@suzuki-suisan.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.suzuki-suisan.co.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県山本郡   外国語対応  

設立年 1980 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 32 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 ASEAN アラブ首長国連邦 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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59 株式会社誠文社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 化学品 木材・同製品・紙 

住所 〒010-1612 秋田県秋田市新屋豊町 4-64   代表者 代表取締役 田中 誠 

TEL 018-864-1011   担当者 1 代表取締役 田中 誠 

FAX 018-864-1010   担当者 2  

E-mail info@seibunsha.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.seibunsha.co.jp/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1973 年   外国語カタログ  

資本金 ¥50,000,000   英語版 HP  

従業員数 42 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 

関心品目 化学品 木材・同製品・紙 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

60 有限会社大成商事 

        

業種 その他の製造業(自動車解体業)   取扱品目 その他(自動車中古部品) 

住所 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪葉ﾉ木谷地 198   代表者 代表取締役社長 呉 尚俊 

TEL 0186-30-1201   担当者 1 取締役室長 呉 住江 

FAX 0186-30-1233   担当者 2  

E-mail ohjoogang@yahoo.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地 秋田県鹿角市   外国語対応 英語 

設立年 1986 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 40 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 シンガポール フィリピン その他(中東・アフリカ) 

関心品目 その他(中古自動車部品) 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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61 株式会社ダイナミック・サニート 

        

業種 専門サービス（コンサルティング・法務等）   取扱品目 
その他(・衛生コンサルティング・衛生管理サービ

ス・ペストコントロール（ねずみ・害虫防除）) 

住所 〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字三後田 175   代表者 代表取締役 金澤 良浩 

TEL 018-868-2568   担当者 1 常務取締役 金澤 太郎 

FAX 018-868-5211   担当者 2  

E-mail tkanazawa@dynamic-snt.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.dynamic-snt.co.jp/   英語版企業名 Dynamic Sanito Inc. 

本社所在地 秋田県・秋田市   外国語対応 英語 中国語 

設立年 1969 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://www.dynamic-snt.sg/en/ 

従業員数 25 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 

関心ビジネス相手国 全地域 ASEAN シンガポール 

関心品目 食品・飲料 その他(衛生コンサルティング・衛生関連サービス業・ペストコントロール（ねずみ・害虫防除業）) 

ビジネス実績 投資 その他 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 シンガポール 

海外拠点 2  / 種類 出資（合弁）   国・地域・都市 台湾 

      

62 高茂合名会社 / ヤマモ味噌醤油醸造元 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字岩崎 124   代表者 代表社員 高橋 嘉彦 

TEL 0183-73-2902   担当者 1 常務取締役 高橋 泰 

FAX 0183-73-1829   担当者 2  

E-mail info@yamamo1867.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://yamamo1867.com/   英語版企業名 Takamo & Co. / Yamamo Miso and Soy Sauce 

Brewing Company 本社所在地 秋田県湯沢市   外国語対応 英語 

設立年 1867 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥1,500,000   英語版 HP http://yamamo1867.com/ 

従業員数 11 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 ドイツ フランス 

関心品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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63 田鉄産業有限会社 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

住所 〒014-0366 秋田県仙北市角館町下菅沢 110-1   代表者 代表取締役 田口 宗弘 

TEL 0187-54-4011   担当者 1 代表取締役社長 田口 宗弘 

FAX 0187-54-2051   担当者 2 営業部長 武藤 剛 

E-mail taguchi-mh@seizai.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.seizai.jp   英語版企業名 Tatetsu Industry Co.,LTD 

本社所在地 同上   外国語対応 英語 

設立年 1948 年   外国語カタログ  

資本金 ¥8,000,000   英語版 HP  

従業員数 19 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 シンガポール 台湾 

関心品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

64 株式会社ツバサ 

        

業種 小売   取扱品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒010-0951 秋田県秋田市山王 6-1-5 太平ビ

ル 3F 
  代表者 代表取締役 斎藤 真 

TEL 018-853-7695   担当者 1  

FAX 018-853-7418   担当者 2  

E-mail info@tsubasa-co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.tsubasa-co.jp/   英語版企業名  

本社所在地    外国語対応  

設立年 2013 年   外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数 10 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 台湾 香港 

関心品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  



貿易関心企業 

Copyright © 2018 JETRO Akita. All rights reserved. 

46 

貿
易
関
心
企
業 

65 有限会社ティー・アイ・ティー 

        

業種 情報・ソフトウェア   取扱品目 その他 

住所 〒010-1645 秋田県秋田市新屋田尻沢西町 5-4   代表者 代表取締役 冨手 栄一 

TEL 018-828-8782   担当者 1 代表取締役 冨手 栄一 

FAX 018-828-8783   担当者 2  

E-mail info@tit-jp.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.tit-jp.com   英語版企業名 T.I.T. Inc. 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英 中 韓 仏 独 蘭 露 馬 尼 台湾華 

設立年 2003 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 5 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 その他 

関心品目 その他 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

66 東光鉄工株式会社 

        

業種 金属製品   取扱品目 産業用資材 金属 

住所 
〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下

１９－１ 
  代表者 代表取締役 虻川 東雄 

TEL 0186-48-3234   担当者 1 シニアマネージャー 鳥潟 與明 

FAX 0186-48-5922   担当者 2 藤原亜莉沙 

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.toko-akita.co.jp/tekko.html   英語版企業名 Toko Tekko Co., Ltd. 

本社所在地 秋田県大館市   外国語対応  

設立年 1973 年   外国語カタログ  

資本金 ¥85,000   英語版 HP  

従業員数 293 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 産業用資材 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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67 東邦運輸倉庫株式会社 

        

業種 運輸   取扱品目 化学品 繊維・皮革製品 一般・精密機械 

住所 
〒011-0911 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地

1-11 
  代表者 代表取締役社長 黒川 久 

TEL 018-845-3665   担当者 1 営業統括部 係長 畠山 良 

FAX 018-845-3668   担当者 2 秋田支店支店長 青柳 智広 

E-mail r-hatakeyama@toho-twc.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.toho-twc.co.jp/   英語版企業名  

本社所在地 宮城県仙台市   外国語対応  

設立年 1952 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥100,000,000   英語版 HP  

従業員数 433 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 繊維・皮革製品 一般・精密機械 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

      

68 株式会社トースト 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢字春山

37-5 
  代表者 代表取締役 門脇 博之 

TEL 0187-58-0608   担当者 1 代表取締役 門脇 博之 

FAX 0187-58-0609   担当者 2 常務取締役 関口 久美子 

E-mail toast@orae.net   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.orae.net   英語版企業名 TOAST.Co.ltd 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1998 年   外国語カタログ  

資本金 ¥43,000,000   英語版 HP http://www.orae.net 

従業員数 11 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 香港 マレーシア 

関心品目 食品・飲料 健康・福祉関連 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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69 有限会社冨岡商店 

        

業種 その他の製造業(樺細工)   取扱品目 雑貨・趣味・装身 

住所 〒014-0202 秋田県大仙市上鴬野字熊野 71-3   代表者 代表取締役 冨岡 浩樹 

TEL 0187-56-3239   担当者 1 代表取締役 冨岡 浩樹 

FAX 0187-56-3826   担当者 2  

E-mail kaba@tomioka-shoten.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://tomioka-shoten.co.jp/   英語版企業名 Tomioka Shoten Co., LTD. 

本社所在地 秋田県仙北市   外国語対応  

設立年 1975 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥5,000,000   英語版 HP http://tomioka-shoten.co.jp/en 

従業員数 9 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

70 株式会社トラパンツ 

        

業種 情報・ソフトウェア   取扱品目 

その他(Webサイト、システム制作、アプリ開発、映

像・3DCG 制作、イベント企画制作、デザイン制

作、スクール) 

住所 〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 1-46   代表者 代表取締役 長谷川 敦 

TEL 018-883-1909   担当者 1 代表取締役 長谷川 敦 

FAX 018-883-1907   担当者 2 小貫 正人 

E-mail info@torapants.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.torapants.co.jp/   英語版企業名 Torapants Inc. 

本社所在地 秋田県   外国語対応 英語 

設立年 2000 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 50 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 その他(Webサイト、映像・3DCG 等、スマホアプリ、システム) 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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71 有限会社トリトンハウス 

        

業種 情報・ソフトウェア   取扱品目 食品・飲料 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

住所 〒017-0043 秋田県大館市御成町２-9-2   代表者 代表取締役 鳥潟 功 

TEL 0186-45-0202   担当者 1  

FAX 0186-59-6648   担当者 2  

E-mail torigata.isao@toritons.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.toriton.co.jp/   英語版企業名 toriton house 

本社所在地    外国語対応  

設立年 1999 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 6 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

72 有限会社長沼製作所 

        

業種 金属製品   取扱品目 金属 一般・精密機械 電気・電子機械・同部品 

住所 〒018-0411 秋田県にかほ市院内字下横根 2-1   代表者 代表取締役 長沼 紀彰 

TEL 0184-36-3575   担当者 1  

FAX 0184-37-2240   担当者 2  

E-mail naganumaseisakusho@cup.ocn.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://naganuma-akita.co.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県にかほ市   外国語対応  

設立年 1966 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 31 名     

        
関心ビジネス形態 調査研究 

関心ビジネス相手国 マレーシア 

関心品目 一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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73 ナガハマコーヒー株式会社 

        

業種 小売   取扱品目 動植物・飼料 食品・飲料 

住所 
〒010-0802 秋田県秋田市外旭川小谷地

110-1 
  代表者 代表取締役社長 長濱 浩一 

TEL 018-869-7666   担当者 1 取締役常務(兼)工場長 三浦 功輝 

FAX 018-869-7667   担当者 2  

E-mail info@ncafe.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ncafe.co.jp   英語版企業名 NAGAHAMA COFFEE Inc. 

本社所在地 秋田県大仙市   外国語対応  

設立年 1982 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 110 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 インドネシア ブラジル ボリビア 

関心品目 動植物・飼料 食品・飲料 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

74 株式会社那波商店 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒010-0921 秋田県秋田県秋田市大町３丁目１

－１３ 
  代表者 代表取締役 那波 尚志 

TEL 018-824-5342   担当者 1  

FAX 018-824-5345   担当者 2  

E-mail    企業規模 その他 

ホームページ    英語版企業名 Naba Shoten Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1916 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 16 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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75 日発精密工業株式会社 

        

業種 金属製品   取扱品目 
金属 自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・

同部品 

住所 
〒013-8598 秋田県横手市安本字南御所野

108-2 
  代表者 代表取締役社長 長井 憲次 

TEL 0463-94-5235   担当者 1 経営管理部 武田 尚久 

FAX 0463-93-5104   担当者 2  

E-mail n_takeda@nis.nhkspg.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ https://www.nisseiko.co.jp   英語版企業名 NHK PRECISION CO., LTD. 

本社所在地 神奈川県   外国語対応  

設立年 1958 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥480,000,000   英語版 HP https://www.nisseiko.co.jp/eng 

従業員数 220 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 

関心ビジネス相手国 インドネシア タイ 中国 

関心品目 自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 投資 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 タイ サムットプラカーン 

海外拠点 2  / 種類 現地法人   国・地域・都市 インドネシア カラワン 

 

76 日本精機株式会社 

        

業種 一般機械   取扱品目 一般・精密機械 

住所 
〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反

170-28 
  代表者 代表取締役 石塚 広行 

TEL 018-863-1631   担当者 1 取締役 三浦 浩一 

FAX 018-883-5027   担当者 2 次長 渡辺 健吾 

E-mail info@nihonseiki.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.nihonseiki.co.jp   英語版企業名 Nihon Seiki Co.,LTD 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1940 年   外国語カタログ 英語 中国語 

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 70 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 ASEAN インドネシア 

関心品目 一般・精密機械 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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77 農事組合法人大沢ファーム 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒013-0041 秋田県横手市大沢字羽根山 102   代表者 代表理事 小川 忠洋 

TEL 0182-32-5651   担当者 1 統括本部長 小川 智洋 

FAX 0182-32-6199   担当者 2  

E-mail tomohiro.0720@outlook.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名  

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応  

設立年 2012 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,000,000   英語版 HP  

従業員数 5 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 タイ 香港 その他(アジア) 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 

        

業種 運輸   取扱品目 木材・同製品・紙 産業用資材 住宅関連 

住所 
〒011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字浜

ナシ山 124-5 
  代表者 代表取締役 與語 忠道 

TEL 018-880-5880   担当者 1 係長 白鳥 誠一 

FAX 018-880-5885   担当者 2  

E-mail akita@noshirounyu.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.noshirounyu.co.jp   英語版企業名 NOSHIROUNYU CO.,LTD. 

本社所在地 秋田県能代市   外国語対応 英語 

設立年 1950 年   外国語カタログ  

資本金 ¥50,000,000   英語版 HP  

従業員数 256 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 資源・土石 産業用資材 金属 

ビジネス実績 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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79 能代運輸株式会社 能代港運事業所 

        

業種 その他の非製造業(通関・貿易・船舶代理店)   取扱品目 その他 

住所 〒016-0807 秋田県能代市字大森山 1-2   代表者 代表取締役 與語 忠道 

TEL 0185-52-5335   担当者 1 リーダー 千葉 祐輝 

FAX 0185-52-5435   担当者 2  

E-mail agent@noshirounyu.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 NOSHIRO UNYU CO., LTD. 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年    外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国  

関心品目  

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

80 Vanda Products 

        

業種 アパレル   取扱品目 繊維・皮革製品 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒010-0946 秋田県秋田市川尻総社町 17-23-

3F 
  代表者 代表／デザイナー 菊地 陽介 

TEL 03-6276-6733   担当者 1 代表／デザイナー 菊地 陽介 

FAX 03-6276-6733   担当者 2  

E-mail vanda@sky.sannet.ne.jp   企業規模 その他 

ホームページ http://vanda.thebase.in/   英語版企業名 Vanda Products 

本社所在地 東京都   外国語対応  

設立年 2014 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 1 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 繊維・皮革製品 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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81 パン・パシフィック交易株式会社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 
食品・飲料 木材・同製品・紙 自動車等輸送機械・

同部品 

住所 〒010-0201 秋田県潟上市天王字二田 60-10   代表者 代表取締役 伊藤 邦夫 

TEL 018-878-2389   担当者 1 専務取締役 伊藤 博 

FAX 018-878-2389   担当者 2  

E-mail hiro110@me.com   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 Pan Pacific Trading, Inc. 

本社所在地    外国語対応 英語 ロシア語 

設立年 1992 年   外国語カタログ  

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 2 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 食品・飲料 木材・同製品・紙 自動車等輸送機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

82 有限会社ビュー 

        

業種 化学   取扱品目 化学品 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒014-0801 秋田県大仙市戸地谷字川前 253-

3 
  代表者 代表取締役 茂木 晃正 

TEL 0187-63-8775   担当者 1 代表取締役 茂木 晃正 

FAX 0187-88-8115   担当者 2  

E-mail k-motegi@viewcoat.com   企業規模 その他 

ホームページ http://www.viewcoat.com/   英語版企業名 VIEW LLC 

本社所在地 秋田県大仙市   外国語対応  

設立年 2004 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 7 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 化学品 電気・電子機械・同部品 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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83 株式会社ひろまる食品工房 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字片田

７１−２６ 
  代表者 代表取締役 竹谷 一広 

TEL 0185-27-8385   担当者 1 代表取締役 竹谷 一広 

FAX 0185-24-3476   担当者 2  

E-mail shop@u-shogo.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://akita-hiromaru.co.jp/   英語版企業名 Hiromaru Food Factory Co.,LTD 

本社所在地 秋田県男鹿市   外国語対応  

設立年 2013 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,000,000   英語版 HP  

従業員数 16 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 台湾 中国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

84 株式会社フルゥ―ル 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 繊維・皮革製品 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒011-0946 秋田県秋田市土崎港中央 6丁目

２-１６ 
  代表者 代表取締役 髙安 恒治 

TEL 018‐846-0977   担当者 1 常務取締役 髙橋 誠 

FAX 018-846-2469   担当者 2 仕入部長 加賀谷 智 

E-mail info@fru-ru.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.fru-ru.jp   英語版企業名 FRU-RU CO.,LTD 

本社所在地    外国語対応  

設立年 1982 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 16 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 中国 ベトナム 

関心品目 繊維・皮革製品 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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85 株式会社ベンリサービス社 

        

業種 その他サービス（旅行、娯楽等）   取扱品目 
木材・同製品・紙 電気・電子機械・同部品 雑貨・趣

味・装身 

住所 〒017-0042 秋田県大館市観音堂 565-8   代表者 代表取締役 相澤 武明 

TEL 0186-43-5504   担当者 1 代表取締役 相澤 武明 

FAX 0186-42-3879   担当者 2  

E-mail benrion@mx22.tiki.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.benrisv.com   英語版企業名 Benriservice co.,LTD. 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 2008 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 2 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 電気・電子機械・同部品 雑貨・趣味・装身 その他 

ビジネス実績 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

86 株式会社マツザワ 

        

業種 
その他の製造業(硬さ試験機製造・販売・メンテ

ナンス) 
  取扱品目 

その他(ビッカース硬さ試験機・マイクロビッカース

硬さ試験機・ロックウェル硬さ試験機) 

住所 
〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台

120-19 
  代表者 代表取締役社長 安保 徹 

TEL 018-882-4580   担当者 1 営業 課長代理 伊藤 健 

FAX 018-882-4584   担当者 2  

E-mail support@matsuzawa-ht.com   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.matsuzawa-ht.com   英語版企業名 Matsuzawa Co. LTD. 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 1995 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥40,000,000   英語版 HP http://www.matsuzawa-ht.com 

従業員数 20 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 ASEAN 韓国 

関心品目 金属 一般・精密機械 自動車等輸送機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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87 株式会社丸松銘木店 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 

住所 〒016-0844 秋田県能代市花園町 7-11   代表者 代表取締役社長 上村 茂 

TEL 0185-52-5514   担当者 1 専務取締役 上村 幸弘 

FAX 0185-53-4048   担当者 2  

E-mail woods-factory@akita-marumatu.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ www.akita-marumatu.co.jp   英語版企業名 Marumatsu Meibokuten Co.,LTD 

本社所在地 秋田県   外国語対応 英語 フランス語 

設立年 1957 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://www.akita-marumatsu.com 

従業員数 6 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 EU 

関心品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

88 有限会社三浦米太郎商店 

        

業種 その他の製造業(食品加工業)   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字上町 49   代表者 代表取締役 三浦 悦朗 

TEL 0184-35-3609   担当者 1  

FAX 0184-35-2369   担当者 2  

E-mail yonetaro@lime.ocn.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ https://hatahata-akita.com   英語版企業名 Miura yonetaro store Ltd. 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1910 年   外国語カタログ  

資本金 ¥8,000,000   英語版 HP  

従業員数 5 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 全地域 台湾 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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89 三又建設株式会社 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 

住所 
〒019-1104 秋田県横手市山内三又字落合

10-1 
  代表者 代表取締役 下タ村 正樹 

TEL 0182-32-4706   担当者 1 代表取締役 下タ村 正樹 

FAX 0182-32-4719   担当者 2  

E-mail info@cs-mitsumata.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://cs-mitsumata.co.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応  

設立年 1952 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 31 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 シンガポール 台湾 オーストラリア 

関心品目 化学品 木材・同製品・紙 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

90 ミツミ電機株式会社 秋田事業所 

        

業種 電気機械   取扱品目 
自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・同部

品 

住所 
〒018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤

敷 95-2 
  代表者 代表取締役社長 岩屋 良造 

TEL 018-877-7333   担当者 1 伊藤 真紀 

FAX 018-877-5879   担当者 2  

E-mail    企業規模 大企業 

ホームページ https://www.mitsumi.co.jp/   英語版企業名 MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD. 

本社所在地 東京都多摩市   外国語対応 英語 

設立年 1954 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥20,000,000,000   英語版 HP  

従業員数 2302 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 

関心品目 自動車等輸送機械・同部品 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類 現地法人   国・地域・都市 中国 天津 

海外拠点 2  / 種類 現地法人   国・地域・都市 タイ チョンブリ 
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91 株式会社ムカイ 

        

業種 プラスチック製品   取扱品目 一般・精密機械 

住所 〒013-0359 秋田県横手市大雄字柏木 146-1   代表者 代表取締役社長 柴田 透 

TEL 0182-23-6363   担当者 1 営業課 係長 鈴木 充裕 

FAX 0182-24-3844   担当者 2  

E-mail msuzuki@kk-mukai.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://kk-mukai.co.jp/   英語版企業名 Mukai Co.,LTD 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1981 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://kk-mukai.co.jp/ 

従業員数 33 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 ASEAN 台湾 中国 

関心品目 一般・精密機械 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接・間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

92 株式会社無限堂 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒010-0814 秋田県秋田市泉東町 8-55   代表者 代表取締役社長 大島 千明 

TEL 0183-43-2802   担当者 1 工場長 佐藤 直人 

FAX 0183-43-2821   担当者 2  

E-mail n-sato@mugendo.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.mugendo.jp   英語版企業名 Mugendo.co.,Ltd 

本社所在地 秋田県湯沢市   外国語対応 英語 

設立年 1983 年   外国語カタログ  

資本金 ¥32,000,000   英語版 HP  

従業員数 60 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国  

関心品目  

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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93 矢島木材乾燥株式会社 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

住所 
〒015-0404 秋田県由利本荘市矢島町七日町

字下山寺 42-2 
  代表者 代表取締役 佐藤 仁明 

TEL 0184-56-2500   担当者 1 常務取締役 佐藤 由治 

FAX 0184-55-2539   担当者 2  

E-mail mokkan@yashima-f.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.yashima-f.co.jp/   英語版企業名 Yashima  Mokuzai  kanso  Co.,LTD 

本社所在地 秋田県由利本荘市矢島町七日町字下山寺４２   外国語対応  

設立年 1949 年   外国語カタログ  

資本金 ¥15,000,000   英語版 HP  

従業員数 42 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 台湾 ベトナム その他(オセアニア) 

関心品目 木材・同製品・紙 住宅関連 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

94 株式会社やすだ 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒010-0001 秋田県秋田市中通 6-15-17   代表者 代表取締役 安田 和博 

TEL 018-834-5118   担当者 1 代表取締役 安田 和博 

FAX 018-834-5853   担当者 2  

E-mail tukudani@akita-yasuda.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.akita-yasuda.co.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年 1999 年   外国語カタログ  

資本金 ¥20,000,000   英語版 HP  

従業員数 34 名     

        
関心ビジネス形態 輸入 

関心ビジネス相手国 タイ 中国 ベトナム 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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95 株式会社ヤマダフーズ 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒019-1301 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街

道の上 279 
  代表者 代表取締役社長 山田 伸祐 

TEL 0182-37-2246   担当者 1 東京営業所 営業部係長  大村 洋之 

FAX 0182-37-2276   担当者 2  

E-mail h-oomura@yamadafoods.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.yamadafoods.co.jp   英語版企業名  

本社所在地 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上 279   外国語対応  

設立年 1954 年   外国語カタログ  

資本金 ¥9,800,000   英語版 HP  

従業員数 540 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 韓国 台湾 米国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(間接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

96 一般社団法人横手市観光協会 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 〒013-0023 秋田県横手市中央町 8-12   代表者 会長 打川 敦 

TEL 0182-33-7111   担当者 1 マネージャー 小棚木 征一 

FAX 0182-33-7113   担当者 2  

E-mail yokote@yokotekamakura.com   企業規模 その他 

ホームページ https://www.yokotekamakura.com/   英語版企業名 Yokote City Tourist Association Co. 

本社所在地 秋田県横手市   外国語対応  

設立年 1952 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,511,723   英語版 HP  

従業員数 12 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 インドネシア シンガポール タイ 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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97 横手精工株式会社 

        

業種 精密機器   取扱品目 その他(ＥＭＳ事業、メカトロ事業、ＡＰＩ事業) 

住所 
〒013-0811 秋田県横手市安本字南御所野

10-18 
  代表者 代表取締役社長 佐々木 又英 

TEL 0182-32-5211   担当者 1  

FAX 0182-33-2580   担当者 2  

E-mail    企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.ypi.co.jp/   英語版企業名 YOKOTE SEIKO Co.,Ltd 

本社所在地 秋田県横手市横手市安本字南御所野 10-1   外国語対応  

設立年 1981 年   外国語カタログ  

資本金 ¥80,000,000   英語版 HP  

従業員数 260 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 台湾 中国 ベトナム 

関心品目 食品・飲料 一般・精密機械 電気・電子機械・同部品 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

98 株式会社ヨシダアニー 

        

業種 建設   取扱品目 産業用資材 

住所 〒010-1605 秋田県秋田市新屋勝平町 13-23   代表者 代表取締役 吉田 喜廣 

TEL 018-864-6961   担当者 1 代表取締役 吉田 喜廣 

FAX 018-864-6992   担当者 2  

E-mail anny@akita.email.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ https://yoshida-anny.com/company/   英語版企業名  

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応 英語 

設立年 1986 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP  

従業員数 23 名     

        
関心ビジネス形態 調査研究 

関心ビジネス相手国 フィンランド その他(欧州) カナダ 

関心品目 産業用資材 

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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99 Luida Relation株式会社 

        

業種 商社・卸売   取扱品目 食品・飲料 繊維・皮革製品 

住所 
〒010-0041 秋田県秋田市広面字土手下 14-

2 セジュール新城１F 
  代表者 代表取締役 中村 新 

TEL 0188-802-0624   担当者 1 代表取締役 中村 新 

FAX 0188-802-0624   担当者 2 取締役副社長 松山 美幸 

E-mail info@luidarelation.com   企業規模 中小企業 

ホームページ luida-relation.com   英語版企業名 Luida Relation inc. 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2018 年   外国語カタログ  

資本金 ¥1,000,000   英語版 HP http://luida-relation.com 

従業員数 3 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 

関心ビジネス相手国 全地域 カンボジア EU 

関心品目 食品・飲料 繊維・皮革製品 雑貨・趣味・装身 

ビジネス実績 輸出(間接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

100 株式会社レジーナ 

        

業種 
その他の製造業(マネキンヘッド、かつら、バイオ

スキン製品) 
  取扱品目 

その他(理美容教材マネキンヘッド、医療トレーニン

グシミュレータ、ファッションウィッグ、医療用かつ

ら) 

住所 
〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中下村

107-2 
  代表者 代表取締役 髙木 治 

TEL 0187-88-8011   担当者 1 貿易部部長（兼開発部部長） 仲村 こずえ 

FAX 0187-84-0591   担当者 2  

E-mail k.nakamura@regina-net.ne.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.regina.co.jp/   英語版企業名 REGINA FASHION SUPPLY CO.,LTD. 

本社所在地 埼玉県さいたま市   外国語対応 英語 

設立年 1970 年   外国語カタログ 英語 

資本金 ¥45,000,000   英語版 HP https://jgoodtech.jp/ja/web/jc0000000004878/en

g 従業員数 50 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 

関心ビジネス相手国 全地域 中国 米国 

関心品目 化学品 繊維・皮革製品 その他(医療トレーニングシミュレータ、マネキンヘッド、かつら) 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類 出資（合弁）   国・地域・都市 中国 山東省青島市 

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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101 株式会社 Local Power 

        

業種 化学   取扱品目 化学品 健康・福祉関連 雑貨・趣味・装身 

住所 
〒010-0962 秋田県秋田市八橋大畑２－３－１ 

Ｗｈｉｔｅ Ｃｕｂｅ １Ｆ 
  代表者 代表取締役社長 寺田 耕也 

TEL 018-838-6943   担当者 1 Lab 所長 佐藤 友子 

FAX 018-803-4884   担当者 2 グラフィック担当 石塚 彩子 

E-mail info@lpower.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://lpower.jp/   英語版企業名 Local Power  Co., Ltd. 

本社所在地 秋田県秋田市   外国語対応  

設立年 2013 年   外国語カタログ  

資本金 ¥3,000,000   英語版 HP  

従業員数 11 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 輸入 海外投資 調査研究 

関心ビジネス相手国 全地域 その他(アジア) その他(欧州) 

関心品目 化学品 産業用資材 一般・精密機械 

ビジネス実績 輸出(直接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

102 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社 

        

業種 木材・木製品（家具を除く）   取扱品目 木材・同製品・紙 雑貨・趣味・装身 

住所 〒011-0936 秋田県秋田市将軍野南 2-3-29   代表者 代表取締役 早川 大器 

TEL 018-880-5145   担当者 1  

FAX 018-845-2581   担当者 2  

E-mail bentwood@wgj.co.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ http://www.wgj.co.jp/   英語版企業名 Works Guild Japan Co.,LTD 

本社所在地    外国語対応  

設立年 2009 年   外国語カタログ 英語 韓国語 

資本金 ¥10,000,000   英語版 HP http://www.wgj.co.jp/english/index.html 

従業員数 4 名     

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国  

関心品目  

ビジネス実績  

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  
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103 株式会社わらび座 

        

業種 飲食料品   取扱品目 食品・飲料 

住所 
〒014-1192 秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲

田 430 
  代表者 代表取締役 山川 龍己 

TEL 0187-44-3311   担当者 1 生産管理長 西宮 由有 

FAX 0187-44-3314   担当者 2  

E-mail beer@warabi.or.jp   企業規模 中小企業 

ホームページ    英語版企業名 WARABI-ZA CO.,LTD. 

本社所在地 秋田県   外国語対応  

設立年    外国語カタログ  

資本金    英語版 HP  

従業員数      

        
関心ビジネス形態 輸出 

関心ビジネス相手国 台湾 中国 

関心品目 食品・飲料 

ビジネス実績 輸出(直接・間接) 輸入(直接) 

海外拠点 1  / 種類    国・地域・都市  

海外拠点 2  / 種類    国・地域・都市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易関心企業 

Copyright © 2018 JETRO Akita. All rights reserved. 

66 

貿
易
関
心
企
業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Copyright © 2018 JETRO Akita. All rights reserved. 

67 

 
Akita Trade Directory 2018 

 

貿
易
関
心
企
業 

 

 

 

 

 

 

貿易関心企業 

＜海外進出企業＞ 
 

貿易関心企業の中から、現地法人や現地代理店を持つなど、すでに海外

進出をしている企業を一覧にまとめました。 
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№ 企業名 拠点の種類 国・地域/都市 

1 株式会社秋田アグリビジネス 出資（合弁） 英国 ロンドン 

7 秋田県産株式会社 現地法人 中国 上海 

8 秋田県貿易株式会社 駐在員事務所 香港  

12 あきた食彩プロデュース 駐在員事務所 台湾  

13 秋田成幸産業株式会社 駐在員事務所 ミャンマー ヤンゴン 

16 秋田中央バンドソー商会 現地代理店等 ロシア ハバロフスク 

21 アキモク鉄工株式会社 現地代理店等 マレーシア クアラルンプール 

24 株式会社アネシア 現地代理店等 フランス パリ市 

29 インスペック株式会社 現地法人 台湾 桃園市 

37 有限会社開商 現地代理店等 中国 中国常州市 

43 菊地合板木工株式会社 駐在員事務所 中国 山東省青島市 

45 株式会社グラッツ 現地法人 韓国 プサン 

47 有限会社クロスリンク 現地法人 中国 遼寧省大連市中山区 

49 小林工業株式会社 現地代理店等 ドイツ  

  現地代理店等 韓国 

51 有限会社佐藤養助商店 出資（合弁） 台湾 台北市 

  現地代理店等 香港  

55 株式会社十文字サントップ 現地法人 ベトナム ホーチミン 

  現地法人 ベトナム ベントレ県 

61 株式会社ダイナミック・サニート 現地法人 シンガポール  

  出資（合弁） 台湾  

75 日発精密工業株式会社 現地法人 タイ サムットプラカーン 

    現地法人 インドネシア カラワン 

90 ミツミ電機株式会社 秋田事業所 現地法人 中国 天津 

  現地法人 タイ チョンブリ 

100 株式会社レジーナ 出資（合弁） 中国 山東省青島市 
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国際ビジネス支援企業 
 

秋田県内に事業所をもち、貿易実務代行や翻訳、コンサルタントなど、 

国際ビジネスを支援する事業を行っている企業・機関をまとめました。 
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 あきた知的財産事務所 

      

住所  〒010-0935 秋田県秋田市川元小川町 4-8  

担当者部署・役職・氏名 代表弁理士 齋藤 昭彦 

TEL   018-893-5115 FAX 018-893-5114 

担当者 E-mail aki@akita-pat.pro ホームページ http://www.akita-pat.pro/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

知的財産 外国における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の権利

取得を支援します。知的財産制度は国によって異なるた

め、権利取得は各国の現地代理人に依頼する必要があり

ます。我々の基本的な役割は、現地代理人とお客様との

仲介役です。しかし、単なる仲介役ではなく、お客様のビジ

ネスを正しく理解し、お客様にとって最適な戦略をご提案致

します。 

特許権・実用新案権は、技術的なアイデアを保護する権利

です。我々の得意分野は、バイオテクノロジー、機械、化

学、生活用品、ソフトウェア、制御、メカトロ等です。意匠権

は工業的なデザイン、商標権は商品・サービスの名前やマ

ークを保護する権利です。意匠権と商標権も、我々の得意

分野です。これらの権利の中から、お客様のビジネスにとっ

て最適な権利の取得方法をご提案致します。 
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 一般社団法人秋田県貿易促進協会 

      

住所   〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5 階  

担当者部署・役職・氏名 貿易促進事業部 主事 佐藤 志郎 

TEL   018-896-7366 FAX 018-896-7367 

担当者 E-mail sato@a-trade.or.jp ホームページ http://www.a-trade.or.jp 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

コンサルタント 

[輸出 輸入 その他] 

海外実務経験のある専門家を当協会のアドバイザーとして

委嘱し、会員企業及び県内事業者の皆様の貿易に関する

相談に応じます。 

ロシア、中国、香港、台湾、東南アジア、米国、ヨーロッパ 

等 

翻訳 

[英語 その他] 

 

ビジネス文書、パンフレット、カタログ、ホームページ、 

新聞、雑誌、その他書面の翻訳  

英語（会員 3,000 円、非会員 6,000円／1 ページ）、 

ロシア語（会員 4,000 円、非会員 7,000 円／1 ページ） 

※料金は日本語 400 字、外国語 200 単語を 1 ページとし

た場合の目安であり、内容・文字数等によって変動します。

なお、専門的知識が必要な分野（エネルギー、素材、医

療、通信、論文、知的財産、学術等）、契約書、マニュア

ル、仕様書などについてはお取り扱いできない場合がござ

います。 

 

その他 

[海外企業マッチング支

援事業] 

海外に営業拠点を持つ会員企業等のご協力により、会員

等のニーズに応じて情報提供・調査・アテンド等の現地事

務所の強みを活かした個別支援を行います。 

原則として無料となりますが、相談内容により調査費用等

の一部をご負担頂く場合があります。 

詳しくは当協会までお問い合わせ下さい。 

対象地域：北京、上海、大連、ジャカルタ、ウラジオストク、

バンコク、ベトナム、パリ 等 

・現地市場の調査、情報収集 

・現地対象企業の発掘、紹介 

・現地企業の状況調査 

・現地企業とのマッチング 

・現地企業への訪問、交渉時の同行支援 
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 株式会社カマタ技研 

      

住所  〒010-0951 秋田県秋田市山王六丁目１１－２４ 杉重ビル２階 

担当者部署・役職・氏名 藤井 正博 

TEL   018-896-7490 FAX 018-896-7491 

担当者 E-mail m-fujii@kamatagiken.com ホームページ http://www.kamatagiken.com/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

[輸出 輸入] 

コレポン他貿易実務全般  

コンサルタント 

[輸出 輸入] 

  

通訳 

[英語] 

  

翻訳 

[英語] 

  

  

 

 

 

   

 和 nico 

      

住所   〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田 2-11-3  

担当者部署・役職・氏名 橋本 芽衣 

TEL   080-5182-1500 FAX  

担当者 E-mail hashimoto@nico-akita.jp ホームページ   

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

[輸出] 

・輸出におけるインボイス等の翻訳 

・海外企業への営業業務 

・伝統工芸品 

・インテリア製品 

通訳 

[英語] 

・逐次通訳 

・同時通訳 

・伝統工芸品 

・インテリア製品 
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 Knots (ノッツ) 

      

住所   〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町 3-4-37  

担当者部署・役職・氏名 新谷 槙子 

TEL   090-5351-8928 FAX  

担当者 E-mail m.shintani@lots-of-knots.jp ホームページ  

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

通関業務 

 [輸出] 
・輸出に関わる書類の翻訳 

・海外企業への営業業務 

工芸品、インテリア製品 

翻訳 

[英語] 

・営業業務に関わる翻訳 

・印刷物（会社概要、商品カタログなど）やホームページの

翻訳 

工芸品、インテリア製品 

外国語 HP作成 

[英語] 

ウェブサイトビルダーを利用した英語版ホームページの制

作 

工芸品、インテリア製品 
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 株式会社ユニサービス 

      

住所   〒013-0044 秋田県横手市横山町 4-55 

担当者部署・役職・氏名 本社 代表取締役 新田 祐子 

TEL   0182-23-5337 FAX 0182-23-5337 

担当者 E-mail info@uniservice.main.jp ホームページ http://uniservice.main.jp 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

コンサルタント 

 [その他] 
日本企業のロシア進出やパートナー交渉、ロシアの政治、

経済、社会の現状把握のための調査・翻訳をお手伝いしま

す。 

●お客様の調査目的に合致した調査方法のご提案、調

査、文書の翻訳(日本語、ロシア語、英語)。 

●ビジネスパートナー交渉や、自治体間の情報交換など

の際の翻訳や交渉の仲介等。 

●日本とロシアの社会状況や価値観の違いなどを考慮し

たうえで、問題解決のアドバイスをさせていただきます。 

<ロシア関連リサーチ実績> 

・ロシアの銀行制度調査と現地調査(経済産業省 

・ロシアの機械市場調査(日本業界団体) 

・ロシアの未来調査(総合研究所) 

・ロシアのカーナビ最新動向(調査報告、現地走行テスト 

・ロシア&CISの石炭産業調査 

・ノボシビルスク出張者向け現地ガイドブック 

・ロシアのエネルギー(電力、火力、水力、原子力) 

・ロシアの未来(〜2030年)予測 

日本とロシアでは、価値観や常識が異なるため、ささいなこ

とが衝突の原因となったり、想定外の反応を示されて当惑

したり、交渉の重要な場面で誤解が生じたりして、成果を見

る前に挫折してしまうことも少なくありません。当社のスタッ

フは、ロシアの自治体や民間企業での業務経験が豊富で

ロシアの現地事情にも通じていますので、交渉に際し、日

露双方に対し、リスク回避のための提案をさせていただき

ます。相互理解を深めることにより、Win-Winの関係となる

ことを信じて。 

翻訳 

 [その他] 
対応言語：ロシア語、英語 と日本語。二か国言語に習熟

した翻訳者が、それぞれの母国語に翻訳します。 

・ロシア国家標準規格（GOST-R）、法律、条令などの翻

訳。 

・IT、科学技術、機械産業、医療、契約書などビジネス分野

の翻訳。 

・企業のプレゼンテーション資料や商品情報の翻訳。 

・既存のホームページの外国語版への移行。 

・プロの日本語教師の校正により正確でわかりやすい文書

品質を実現。 

・翻訳スタッフとは機密保持契約を締結し、秘密厳守を徹

底。 

・サハリンエナジーの公開資料の英日、ロ日翻訳（2005～

2017 年） 

・ロシアの翻訳会社の下請けで露日、英日翻訳 

・ロシアの資源、製品を日本に売り込む際のパンフレットや

説明書の翻訳・英語やロシア語のホームページを日本語訳 

・ロシア国家標準(GOST R 規格)の証明書の翻訳 

・日本企業の製品をロシアで販売する際の手続き文書やパ

ンフレット、説明書の翻訳 

・日本の医療機関のロシア語パンフレット 
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4 秋田海陸運送株式会社 

      

住所   〒011-8585 秋田県秋田市土崎港西 2-5-9  

担当者部署・役職・氏名 国際コンテナチーム 係長 川嶋 義文 

TEL   018-845-0185 FAX 018-845-4229 

担当者 E-mail yoshifumi_k@kairiku.co.jp ホームページ http://www.kairiku.co.jp/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

通関業務 

[輸出 輸入 その他] 

「国際コンテナ貨物集荷代理店」、「コンテナターミナルオペ

レーター」として海上輸送・荷役・通関・倉庫保管（自動倉

庫、低温倉庫、常温倉庫、トランクルーム等）から国内輸送

まで国際複合一貫輸送サービスをご提供。食品検査・植物

検疫・動物検疫にも対応いたします。 

 

  

 

 

 

   

5 秋田化学工業株式会社 

      

住所   〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字井戸尻 81 

担当者部署・役職・氏名 丹野 恭行 

TEL   0184-37-3166 FAX  - 

担当者 E-mail  - ホームページ   

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

その他 

 [交渉] 

海外顧客と処理の内容、取引条件の交渉   
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12 あきた食彩プロデュース 

      

住所   〒010-0001 秋田県秋田市中通 5丁目 1-51 

担当者部署・役職・氏名 海外戦略室 マネージャー 高橋 康 

TEL   018-836-4931 FAX 018-836-4632 

担当者 E-mail k-takahashi@assp.co.jp ホームページ http://www.assp.co.jp/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

コンサルタント 

 [輸出] 

台北事務所には台湾人スタッフが常駐しており、現地企業

との交渉時等に通訳や翻訳サービスを提供 

台湾向け輸出について、当社とヤマトグループで連携し、

物流から代金決済までできるシステムを構築 

通訳 

 [中国語] 

台湾での交渉時に、台北事務所のスタッフがサポート   

翻訳 

 [中国語] 

台湾企業との交渉時のメール内容の翻訳等に対応   
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13 秋田成幸産業株式会社 

      

住所   〒010-0002 秋田県秋田市東通仲町１４−３  

担当者部署・役職・氏名 海外事業部 ミャンマー事業部長 利部 真太朗 

TEL   018-836-1551 FAX 018-836-1666 

担当者 E-mail shintaro.kagabu@newvision-mm.com ホームページ https://www.konpouya.com/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

通関業務 

[輸入] 

ミャンマーの主に食品などの輸入 ミャンマーの農家やメーカーを直接知っているので、ロット

によっては商社をはさまずにそのまま秋田港へ輸入するこ

とができる。 

その他 映像や写真のオフショア制作事業を行っております。主に

日本の大手企業様向けに、レシピ動画などの短編映像制

作・編集をミャンマーで行い納品しています。映像編集業

務は 1本 1000 円〜可能です。 

アセアン最貧国と言われており、最低賃金がアセアンで一

番低いとも呼ばれているミャンマー人材を活用した映像制

作は、日本相場の５分の１程度の価格で映像の制作が可

能です。また常に日本人が監修しているので、日本のクオ

リティを保証しています。 

 

 
  

 

 

 

 

32 株式会社エポックコミュニケーションズ 

      

住所   〒010-0942 秋田県秋田市川尻大川町 4-7 

担当者部署・役職・氏名 代表取締役 大久保 利彦 

TEL   018-863-8637 FAX 018-863-8646 

担当者 E-mail okubo@epochcom.co.jp ホームページ http://www.epochcom.co.jp 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

翻訳 

 [英語、中国語、韓国語] 
企画内容、目的、取材、分量による。 各種文化財等に多々実績あり。また民間の海外向けホー

ムページも手掛け、販売促進案も提案。 

その他 

 [海外ターゲット層向け

SMSの充実の対応] 
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33 株式会社エムアンドエム 

      

住所   〒010-0921 秋田県秋田市大町 3-2-44-2F 大町ビル 

担当者部署・役職・氏名 海外事業部 海外営業マネージャー 佐々木 愛 

TEL   018-862-9287 FAX 018-862-9297 

担当者 E-mail trade@mandm-akita.com ホームページ http://www.mandm-akita.com 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

 [輸出、輸入] 

  

コンサルタント 

[輸出 輸入] 

  

  

 

 

 

 

 
  

45 株式会社グラッツ 

      

住所   〒016-0865 秋田県能代市青葉町 3-5 

担当者部署・役職・氏名 代表取締役 塚本 民雄 

TEL   0185-54-3545 FAX 0185-54-3515 

担当者 E-mail info@ggshop.biz ホームページ   

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

 [輸出、輸入] 
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61 word 4 word(株式会社ダイナミック・サニート) 

      

住所   〒150-0002 秋田県秋田市外旭川字三後田 175  

担当者部署・役職・氏名 東京事務所 常務取締役 金澤 太郎 

TEL   018-868-2568 FAX 018-868-5211 

担当者 E-mail taro@w4w.jp ホームページ http://www.w4w.jp/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

 [輸出、輸入、その他] 

営業管理・問い合わせ対応※料金：応相談 海外展開・販路開拓における営業フォロー 

 

コンサルタント 

[輸出 輸入 その他] 

営業・企画・マーケティング・調査 営業・企画・マーケティング・調査 

通訳 

[英語 中国語 韓国語 

その他] 

1 時間約 5,000 円 日本語・英語 

翻訳 

[英語 中国語 韓国語 

その他] 

25 か国語対応英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、

ロシア語、ベトナム語、タイ語、マレー語、インドネシア語、

ヒンズー語、タミル語、ウルドゥー語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、 

ポーランド語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、 

スウェーデン語、フィンランド語 

ウェブサイト、商品パンフレット、ビジネス文書翻訳法律・IT

関連翻訳 

外国語 HP作成 

[英語 中国語 韓国語 

その他] 

25 か国語対応英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、

ロシア語、ベトナム語、タイ語、マレー語、インドネシア語、

ヒンズー語、タミル語、ウルドゥー語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、 

ポーランド語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、 

スウェーデン語、フィンランド語 

25 か国語対応英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、 

ロシア語、ベトナム語、タイ語、マレー語、インドネシア語、

ヒンズー語、タミル語、ウルドゥー語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、 

ポーランド語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、 

スウェーデン語、フィンランド語 

その他 

 [デザイン（チラシ、パン

フレット、ウェブサイト）] 

25 か国語対応英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、

ロシア語、ベトナム語、タイ語、マレー語、インドネシア語、

ヒンズー語、タミル語、ウルドゥー語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、 

ポーランド語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、 

スウェーデン語、フィンランド語 

25 か国語対応英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、 

ロシア語、ベトナム語、タイ語、マレー語、インドネシア語、

ヒンズー語、タミル語、ウルドゥー語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、 

ポーランド語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、 

スウェーデン語、フィンランド語 
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62 高茂合名会社 / ヤマモ味噌醤油醸造元 

      

住所   〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字岩崎 124 

担当者部署・役職・氏名 常務取締役 高橋 泰 

TEL   0183-73-2902 FAX 0183-73-1829 

担当者 E-mail info@yamamo1867.com ホームページ http://yamamo1867.com/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

翻訳 

 [英語] 
A4 用紙 1 枚の和文 400 文字で 7,200 円(一文字あたり 18

円)で算出しております。商品ラベルやメニュー、製品規格

書等は上記以外の算出方法をする場合がございます。 

食品分野に特化して翻訳を行います。依頼者様と納得いく

まで対話を重ね、最もふさわしい単語を選択して文章作成

いたします。 

  
 

 
   

65 有限会社ティー・アイ・ティー 

      

住所   〒010-1645 秋田県秋田市新屋田尻沢西町 5-4 

担当者部署・役職・氏名 代表取締役 冨手 栄一 

TEL   018-828-8782 FAX 018-828-8783 

担当者 E-mail info@tit-jp.com ホームページ http://www.tit-jp.com 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

翻訳 

 [英語、中国語、韓国

語、その他] 

(対応言語)英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、 

マレーシア語、中国語、韓国語、ロシア語、タイ語 

※ロシア語、タイ語は、内容によりお取扱いできない場合

があります。 

※翻訳単価は、日本語→外国語の場合「原文 200 文字」、

外国語→日本語の場合「原文 200ワード」です。 

※契約書等、一部お取扱いできないものがあります。 

 

外国語 HP作成 

[英語 中国語 韓国語 

その他] 

 

(対応言語)英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、 

マレーシア語、中国語、韓国語、ロシア語、タイ語 

※ロシア語、タイ語は、内容によりお取扱いできない場合

があります。 

※翻訳単価は、日本語→外国語の場合「原文 200 文字」、

外国語→日本語の場合「原文 200ワード」です。 

※契約書等、一部お取扱いできないものがあります。 

  

その他サービス 

 [情報・システム開発、

Webデザイン] 
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67 東邦運輸倉庫株式会社 

      

住所   〒011-0911 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１番１１号  

担当者部署・役職・氏名 営業統括部 係長 畠山 良 

TEL   018-845-3665 FAX 018-845-3668 

担当者 E-mail r-hatakeyama@toho-twc.co.jp ホームページ http://www.toho-twc.co.jp/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

 [輸出、輸入] 

輸出書類作成、梱包計画作成、物流ルート作成、業務フロ

ー作成 等 

 

通関業務 

 [輸出、輸入] 

国内倉庫、輸送から国際物流(輸出・輸入)まで、小ロットか

ら幅広く対応致します。是非、ご相談ください。 

  

コンサルタント 

 [輸出、輸入] 

初めての輸出入でも、安心してご利用いただけるよう、貿

易の初歩から丁寧にご説明させていただきますので、お気

軽にご相談ください。 

  

  

 

 

 

   

70 株式会社トラパンツ 

      

住所   〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 1-46 

担当者部署・役職・氏名 CP事業部 小貫 正人 

TEL   018-883-1909 FAX 018-883-1907 

担当者 E-mail info@torapants.co.jp ホームページ http://www.torapants.co.jp/ 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

外国語 HP作成 

 [英語 中国語 韓国語 

その他] 

一般的な人的翻訳作業を含むホームページ制作のほか、

できるだけ早く、できるだけ安く、という方のために、自動翻

訳機能付きの高機能なサイト更新システム(CMS)を構築い

たします。 システム導入後の日々の追加更新コンテンツ

も自動的に翻訳するので、費用を抑えつつ複数言語のサ

イトを簡単に構築・運用することができます。 

【制作実績】 

秋田県観光情報総合ガイド「あきたファンドットコム」様

https://www.akitafan.com/ 

秋田空港ターミナルビル様 http://www.akita-airport.com/ 

秋田市観光 MY タクシーhttps://akita-

mytaxi.jp/pages/language 

 

【自動翻訳システム導入実績】 

財団法人 秋田県国際交流協会様

http://www.aiahome.or.jp/ 

三種町役場様 http://www.town.mitane.akita.jp/ 

など多数 
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78 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 

      

住所  〒011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 124-5 

担当者部署・役職・氏名 秋田港運事業所 係長 白鳥 誠一 

TEL   018-880-5880 FAX 018-880-5885 

担当者 E-mail akita@noshirounyu.co.jp ホームページ http://www.noshirounyu.co.jp 

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

通関業務 

 [輸出、輸入] 
「最適な物流サービス提案」 

・あらゆる輸送手段を駆使した国際複合一貫輸送 

・秋田港から東北一円へスピード配送 

・倉庫保管、流通化工・フルタイムでのサービス体制 

・日曜・祝日も臨機応変に対応 

・当社独自の、よりシンプルにより速くの効率作業体制 

・貿易相談にも対応 是非、お問合せ、ご相談ください。 

  

      

 

 

81 パン・パシフィック交易株式会社 

      

住所   〒010-0201 秋田県潟上市天王字二田 60-10 

担当者部署・役職・氏名 専務取締役 伊藤 博 

TEL   018-878-2389 FAX 018-878-2389 

担当者 E-mail hiro110@me.com ホームページ   

      

提供するサービス 内容・料金など 得意分野 その他 

実務代行 

 [輸出、輸入] 

相談  

通関業務 

 [輸出、輸入] 

相談   

コンサルタント 

 [輸出、輸入] 

相談   

通訳 

 [その他] 

相談 ロシア語 

 

 
 



 

Copyright © 2018 JETRO Akita. All rights reserved. 

83 

 
Akita Trade Directory 2018 

 

貿
易
関
係
機
関
・企
業 

 

 

貿易関係機関・企業 
 

貿易に関する事業を行っている行政機関、企業や団体をまとめました。 

事業分類別に掲載しています。 

 

＜事業分類＞ 

 

分 類 ページ 分 類 ページ 

■ 官公庁・県・市 84 ■ 検査機関等 91 

■ 税関 88 ■ 金融機関・為替銀行 92 

■ 運輸局   ■ 通関業者・輸送業者 93 

■ 東北地方整備局   ■ 貿易保険 95 

■ 安全保障貿易管理   ● 外航貨物海外保険   

■ 植物検疫 89 ● 輸出入取引・投資の保険   

■ 動物検疫   ■ 貿易団体   

■ 検疫所   ■ 国際交流団体 96 

■ 輸入食品   ■ 商工会議所   

■ 入国管理局   ■ 経済・商工団体 97 

■ 米の輸出入 90 ■ 工業団体 98 

■ 酒類取扱   ■ 農林水産・加工食品団体 99 

■ 薬事法   ■ 研究機関 100 
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■ 官公庁・県・市 

         

 東北経済産業局 産業部 国際課 

 〒980-8403 仙台市青葉区本町 3-3-1 TEL: 022-221-4907 FAX: 022-215-9463 

 URL http://www.tohoku.meti.go.jp/ E-mail: - 

     

 東北農政局 経営・事業支援部 地域連携課 

 〒980-0014 仙台市青葉区本町 3-3-1 TEL: 022-221-6402 FAX: 022-722-7378 

 URL http://www.maff.go.jp/tohoku/ E-mail: - 

     

 東北農政局 秋田県拠点 

 〒010-0951 秋田市山王 7-1-5 TEL: 018-862-5611 FAX: 018-862-5340 

 URL http://www.maff.go.jp/tohoku/ E-mail: - 

     

 秋田県 産業労働部 商業貿易課 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 TEL: 018-860-2218 FAX: 018-860-3887 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: com-tra@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 産業労働部 産業集積課 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 TEL: 018-860-2250 FAX: 018-860-3869 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: yuuchi@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 産業労働部 産業政策課  

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 TEL: 018-860-2211 FAX: 018-860-3887 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: - 

     

 秋田県 建設部 港湾空港課 

 〒010-8570 秋田市山王 4-1-1 TEL: 018-860-2541 FAX: 018-860-3804 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: kowan-kuko@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 観光文化スポーツ部 観光振興課 誘客推進班 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 TEL: 018-860-2265 FAX: 018-860-3868 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: Kanko@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 TEL: 018-860-2258 FAX: 018-860-3878 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: shokusan@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 農林水産部 林業木材産業課 

 〒010-8570 秋田市山王 4-1-1 TEL: 018-860-1914 FAX: 018-860-3828 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: rinsan@pref.akita.lg.jp 
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 秋田県 生活環境部 生活衛生課 

 〒010-8570 秋田市山王 4-1-1 TEL: 018-860-1593 FAX: 018-860-3856 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp 

     

 秋田県 東京事務所 

 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館７Ｆ TEL: 03-5212-9115 FAX: 03-5212-9116 

 URL https://www.pref.akita.lg.jp/tokyo/ E-mail:  tokyo@pref.akita.lg.jp 

     

 北東北三県 名古屋合同事務所 

 〒460-0008 名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 4F TEL: 052-252-2412 FAX: 052-252-2413 

 URL - E-mail: nagoyajimusho@pref.akita.lg.jp 

     

 北東北三県 大阪合同事務所 

 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1-900 大阪駅前第１ビル 9F TEL: 06-6341-7900 FAX: 06-6341-7979 

 URL https://www.kitatouhoku-osaka.jp E-mail: info@kitatouhoku-osaka.jp 

     

 北東北三県 福岡合同事務所 

 〒810-0001 福岡市中央区天神 2-8-34 住友生命福岡ビル 1F TEL: 092-736-1129 FAX: 092-716-2037 

 URL https://www.facebook.com/yumepla E-mail: fukuokajimusho@pref.akita.lg.jp 

     

 北東北三県・北海道 ソウル事務所 

 〒04532 ソウル特別市中区南大門路 63 韓進ビル本館 701 号 TEL: +82-2-771-6191 FAX: +82-2-771-6193 

 URL http://www.beautifuljapan.or.kr/ E-mail: beautifuljapan@beautifuljapan.or.kr 

     

 秋田市 産業振興部 商工貿易振興課 

 〒010-8560 秋田市山王 1-1-1 TEL: 018-888-5730 FAX: 018-888-5727 

 URL https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/boeki-support/index.html E-mail: ro-inpr@city.akita.lg.jp 

     

 能代市 環境産業部 商工港湾課 

 〒016-8501 能代市上町 1-3 TEL: 0185-89-2187 FAX: 0185-89-1775 

 URL http://www.city.noshiro.akita.jp/ E-mail: syokou@city.noshiro.akita.jp 

     

 横手市 商工観光部 商工労働課 

 〒013-8502 横手市旭川 1-3-41 TEL: 0182-32-2115 FAX: 0182-32-4021 

 URL http://www.city.yokote.lg.jp/ E-mail: shoko@city.yokote.lg.jp 

     

 大館市 産業部 商工課 

 〒017-0897 大館市三ノ丸 13-19 TEL: 0186-43-7071 FAX: 0186-49-3133 

 URL http://www.city.odate.akita.jp/ E-mail: syoko@city.odate.lg.jp 
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 男鹿市 観光文化スポーツ部 男鹿まるごと売込課 

 〒010-0595 男鹿市船川港船川字泉台 66-1 TEL: 0185-24-9142 FAX: 0185-23-2424 

 URL http://www.city.oga.akita.jp/ E-mail: syoukou@city.oga.akita.jp 

     

 湯沢市 産業振興部 商工課 

 〒012-8501 湯沢市佐竹町 1-1 TEL: 0183-55-8186 FAX: 0183-79-5057 

 URL http://www.city-yuzawa.jp/ E-mail: shoko@city.yuzawa.lg.jp 

     

 鹿角市 産業部 産業活力課 

 〒018-5292 鹿角市花輪字荒田 4-1 TEL: 0186-30-0250 FAX: 0186-30-1515 

 URL http://www.city.kazuno.akita.jp/ E-mail: shoukou@city.kazuno.lg.jp 

     

 由利本荘市 商工観光部 商工振興課 

 〒015-8501 由利本荘市尾崎 17 TEL: 0184-24-6372 FAX: 0184-24-3044 

 URL https://www.city.yurihonjo.lg.jp/ E-mail:  syoko@city.yurihonjo.lg.jp 

     

 潟上市 産業建設部 産業課 

 〒010-0201 潟上市天王字棒沼台 226-1 TEL: 018-853-5336 FAX: 018-853-5280 

 URL http://www.city.katagami.lg.jp/ E-mail: shoukoukankou@city.katagami.lg.jp 

     

 大仙市 経済産業部 企業商工課  

 〒014-8601 大仙市大曲花園町 1-1 TEL: 0187-63-1111 FAX: 0187-63-1119 

 URL http://www.city.daisen.akita.jp/ E-mail: - 

     

 北秋田市 産業部 商工観光課 

 〒018-3312 北秋田市花園町 15-1 TEL: 0186-62-5360 FAX: 0186-62-5551 

 URL http://www.city.kitaakita.akita.jp/ E-mail: - 

     

 にかほ市 商工観光部 商工政策課 

 〒018-0192 にかほ市象潟町字浜ノ田 1 TEL: 0184-43-7600 FAX: 0184-43-3239 

 URL http://www.city.nikaho.akita.jp/ E-mail: shoukou@city.nikaho.lg.jp 

     

 仙北市 観光商工部 商工課 

 〒014-0318 仙北市角館町中町 36 TEL: 0187-43-3351 FAX: 0187-54-4102 

 URL http://www.city.semboku.akita.jp/ E-mail: shoko@city.semboku.akita.jp 

     

 小坂町 観光産業課 

 〒017-0292 鹿角郡小坂町小坂字上谷地 41-1 TEL: 0186-29-3908 FAX: 0186-29-5481 

 URL http://www.town.kosaka.akita.jp/ E-mail: kankou@town.kosaka.akita.jp 
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 上小阿仁村 総務課 

 〒018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原 118 TEL: 0186-77-2221 FAX: 0186-77-2227 

 URL http://www.vill.kamikoani.akita.jp/ E-mail: kikaku@vill.kamikoani.lg.jp 

     

 藤里町 商工観光課 

 〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴 8 TEL: 0185-79-2115 FAX: 0185-79-2116 

 URL http://www.town.fujisato.akita.jp/ E-mail: fujisato@town.fujisato.akita.jp  

     

 三種町 商工観光交流課 商工係 

 〒018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子 8 TEL: 0185-85-4830 FAX: 0185-72-1536 

 URL http://www.town.mitane.akita.jp/ E-mail: - 

     

 八峰町 産業振興課 

 〒018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田 118 TEL: 0185-76-4605 FAX: 0185-76-2113 

 URL http://www.town.happou.akita.jp/ E-mail: - 

     

 五城目町 商工振興課 

 〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目 1-1-1 TEL: 018-852-5222 FAX: 018-852-5369 

 URL http://www.town.gojome.akita.jp/ E-mail: - 

     

 八郎潟町 産業課 

 〒018-1692 南秋田郡八郎潟町字大道 80 TEL: 018-875-5803 FAX: 018-875-5950 

 URL http://www.town.hachirogata.akita.jp/ E-mail: sangyou@town.hachirogata.lg.jp 

     

 井川町 産業課 

 〒018-1596 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口 78-1 TEL: 018-874-4418 FAX: 018-874-2600 

 URL http://www.town.ikawa.akita.jp/ E-mail: sangyou@town.akita-ikawa.lg.jp 

     

 大潟村 総務企画課 

 〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央 1-1 TEL: 0185-45-2111 FAX: 0185-45-2162 

 URL http://www.ogata.or.jp/ E-mail: ogata_mura@ogata.or.jp 

     

 美郷町 商工観光交流課 

 〒019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙 170-10 TEL: 0187-84-4909 FAX: 0187-85-3102 

 URL http://www.town.misato.akita.jp/ E-mail: kanko@town.misato.akita.jp 

     

 羽後町 企画商工課 

 〒012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野 177 TEL: 0183-62-2111 FAX: 0183-62-2120 

 URL http://www.town.ugo.lg.jp/ E-mail: - 
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 東成瀬村 企画課 

 〒019-0801 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下 30-1 TEL: 0182-47-3402 FAX: 0182-47-3260 

 URL http://www.higashinaruse.com/ E-mail: - 

 
 

 

■ 税関 

     

 秋田船川税関支署 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 1-7-35 秋田港湾合同庁舎 TEL: 018-845-0735 FAX: 018-846-4999 

 URL http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/akitafunakawa.htm E-mail: - 

     

 秋田船川税関支署 秋田空港出張所 

 〒010-1211 秋田市雄和椿川字山籠 48-3 秋田空港ターミナルビル内 TEL: 018-881-3177 FAX: 018-881-3178 

 URL http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/akita_ap.htm E-mail: - 

     

■ 運輸局 

     

 東北運輸局 秋田運輸支局 

 〒010-0816 秋田市泉字登木 74-3 TEL: 018-863-5811 FAX: 018-862-9907 

 URL http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/at/at-index.htm E-mail: tohoku-syougyouka@tht.mlit.go.jp 

     

■ 東北地方整備局 

     

 国土交通省 東北地方整備局 秋田港湾事務所 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 1-1-49 TEL: 018-847-2511 FAX: 018-880-1021 

 URL http://www.pa.thr.mlit.go.jp/akita/ E-mail: pa.thr-i-akita@mlit.go.jp 

     

■ 安全保障貿易管理 

     

 東北経済産業局 産業部 国際課 

 〒980-8403 仙台市青葉区本町 3-3-1 TEL: 022-221-4907 FAX: 022-215-9463 

 URL http://www.tohoku.meti.go.jp/ E-mail: - 
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■ 植物検疫 

 農林水産省 横浜植物防疫所 新潟支所 秋田出張所 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 1-7-35 秋田港湾合同庁舎 TEL: 018-845-1411 FAX: 018-845-1411 

 URL http://www.maff.go.jp/pps/ E-mail: akita@pps.maff.go.jp 

     

 秋田植物検疫協会 

 〒010-0975 秋田市八橋字下八橋 191-11 TEL: 018-896-5252 FAX: 018-865-2278 

 URL http://www.zenshoku-kyo.or.jp/ E-mail: aki-syokuken@indigo.plala.or.jp 

     

■ 動物検疫 

     

 農林水産省 動物検疫所 北海道・東北支所 仙台空港出張所 

 〒989-2401 名取市下増田字南原 仙台空港ターミナルビル TEL: 022-383-2302 FAX: 022-382-5805 

 URL http://www.maff.go.jp/aqs/ E-mail: aqs.sdj@maff.go.jp 

     

■ 検疫所 

     

 厚生労働省 仙台検疫所 秋田船川出張所 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 1-7-35 TEL: 018-846-8280 FAX: 018-846-8283 

 URL https://www.forth.go.jp/keneki/sendai/ E-mail: sendaikenekisho-akitafunakawa@mhlw.go.jp 

     

 厚生労働省 仙台検疫所 秋田空港出張所 

 〒010-1211 秋田市雄和椿川字山籠 48-3 TEL: 018-846-8280 FAX: 018-846-8283 

 URL https://www.forth.go.jp/keneki/sendai/ E-mail: sendaikenekisho-akitafunakawa@mhlw.go.jp 

     

■ 輸入食品 

     

 厚生労働省 仙台検疫所 食品監視課 

 〒985-0011 塩竈市貞山通 3-4-1 塩釜港湾合同庁舎 2F TEL: 022-367-8102 FAX: 022-362-3300 

 URL http://www.forth.go.jp/keneki/sendai/ E-mail: - 

     

■ 入国管理局 

     

 法務省 仙台入国管理局 秋田出張所 

 〒010-0951 秋田市山王 7-1-3 秋田第一地方合同庁舎 5F TEL: 0570-013904 FAX: 018-895-5223 

 URL http://www.immi-moj.go.jp/ E-mail: info-tokyo@i.moj.go.jp 
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■ 米の輸出入 

     

 東北農政局 生産部 業務管理課 

 〒980-0014 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 A棟 TEL: 022-745-9386 FAX: 022-263-6627 

 URL http://www.maff.go.jp/tohoku/ E-mail: - 

     

■ 酒類取扱 

     

 秋田南税務署 

 〒010-8622 秋田市中通 5-5-2 TEL: 018-832-4121 FAX: - 

 URL http://www.nta.go.jp/ E-mail: - 

     

■ 薬事法 

     

 秋田県健康福祉部 医務薬事課 医務・薬務班 

 〒010-8570 秋田市山王 4-1-1 TEL: 018-860-1407 FAX: 018-860-3883 

 URL http://www.pref.akita.lg.jp/ E-mail: imu@mail2.pref.akita.jp 
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■ 検査機関等 

     

 (株)秋田県分析化学センター 

 〒010-0975 秋田市八橋字下八橋 191-42 TEL: 018-862-4930 FAX: 018-862-4028 

 URL http://www.akibun.com/ E-mail: info@akibun.com 

     

 (公社)秋田県食品衛生協会 

 〒010-0951 秋田市山王 4-1-2 秋田地方総合庁舎 5F TEL: 018-827-6564 FAX: 018-862-3818 

 URL http://www.akishoku.jp/ E-mail: - 

     

 (独)農林水産消費安全技術センター 仙台センター 

 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 1-3-15 仙台第 3 合同庁舎 TEL: 050-3797-1888 FAX: 022-293-3933 

 URL http://www.famic.go.jp/ E-mail: famic-sendai-daihyo1888@famic.go.jp 

     

 (一財)日本食品検査 仙台検査所 

 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂 1-24-18 TEL: 022-254-8991 FAX: 022-254-8995 

 URL http://www.jffic.or.jp/ E-mail: - 

     

 (一財)食品環境検査協会 仙台事業所 

 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町 2 丁目 3-1 オフィスヤマトⅢ201 号 TEL: 022-253-6341 FAX: 022-253-6342 

 URL http://www.jiafe.or.jp/ E-mail: - 

     

 (公財)秋田県総合保健事業団 児桜検査センター 

 〒011-0909 秋田市寺内字児桜 3-1-24 TEL: 018-845-5100 FAX: 018-845-9255 

 URL http://www.kenko-akita.jp/ E-mail: kensa@akita-hoken.jp 

     

 一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター 

 〒030-0142 青森市大字野木字山口 164-43 青森中核工業団地内 TEL: 017-762-3620 FAX: 017-762-3660 

 URL http://www.eikence.com/ E-mail: kensa@eikence.com 

     

 (一財)日本自動車査定協会 秋田県支所 

 〒010-0962 秋田市八橋大畑 2-12-55 秋田県自動車会議所 2F TEL: 018-862-5721 FAX: 018-862-5722 

 URL http://www.jaai.or.jp/ E-mail: akita15@jaai.or.jp 

     

 (独)製品評価技術基盤機構 東北支所 

 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台 4-5-18 TEL: 022-256-6423 FAX: 022-256-6434 

 URL http://www.nite.go.jp/ E-mail: koho@nite.go.jp 

     

 日本機械輸出組合 貿易業務相談・研修室 

 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 401 号室 TEL: 03-3431-9176 FAX: 03-3431-9175 

 URL http://www.jmcti.org 

 

E-mail: info@jmcti.or.jp  
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■ 金融機関・為替銀行 

     

 日本銀行 秋田支店 

 〒010-0921 秋田市大町 2-3-35 TEL: 018-824-7800 FAX: 018-888-1070 

 URL http://www3.boj.or.jp/akita/ E-mail: akita@boj.or.jp 

     

 秋田銀行 地域未来戦略部 海外ビジネスサポート室 

 〒010-8655 秋田市山王 3-2-1 TEL: 018-823-7808 FAX: 018-866-3819 

 URL https://www.akita-bank.co.jp/ E-mail: intl-support@akita-bank.co.jp 

     

 北都銀行 地方創生部 海外業務グループ 

 〒010-0001 秋田市中通 3-1-41 TEL: 018-837-1701 FAX: 018-831-1193 

 URL http://www.hokutobank.co.jp/index.htm E-mail: - 

     

 みずほ銀行 秋田支店 

 〒010-0001 秋田市中通 1-2-1 TEL: 018-833-8371 FAX: 018-834-8491 

 URL https://www.mizuhobank.co.jp/ E-mail: - 

     

 七十七銀行 秋田支店 

 〒010-0001 秋田市中通 4-12-1 TEL: 018-833-9371 FAX: 018-832-8342 

 URL http://www.77bank.co.jp/ E-mail: - 

     

 日本政策金融公庫 秋田支店 ＜中小企業事業＞ 

 〒010-0001 秋田市中通 5-1-51 北都ビルディング 5F TEL: 018-832-5511 FAX: 018-835-6331 

 URL http://www.jfc.go.jp/ E-mail: - 

     

 日本政策金融公庫 秋田支店 ＜国民生活事業＞ 

 〒010-0001 秋田市中通 5-1-51 北都ビルディング 1F TEL: 018-832-5641 FAX: 018-833-1285 

 URL http://www.jfc.go.jp/ E-mail: - 

     

 日本政策金融公庫 秋田支店 ＜農林水産事業＞ 

 〒010-0001 秋田市中通 5-1-51 北都ビルディング 4F TEL: 018-833-8247 FAX: 018-835-8309 

 URL http://www.jfc.go.jp/ E-mail: anakita@jfc.go.jp 

     

 商工中金 秋田支店 

 〒010-0001 秋田市中通 2-4-19 TEL: 018-833-8531 FAX: 018-833-1683 

 URL http://www.shokochukin.co.jp/ E-mail: - 
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■ 通関業者・輸送業者 

     

 秋田海陸運送(株) 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 2-5-9 TEL: 018-845-0185 FAX: 018-845-4229 

 URL http://www.kairiku.co.jp/ E-mail: info@kairiku.co.jp 

     

 秋田運送(株)  

 〒010-0802 秋田市外旭川字水口 155-1 TEL: 018-824-1081 FAX: 018-862-8751 

 URL http://akitaunso.co.jp E-mail: akitauns@alles.or.jp 

     

 東邦運輸倉庫(株) 

 〒011-0911 秋田市飯島字穀丁大谷地 1-11 TEL: 018-845-3665 FAX: 018-845-3668 

 URL http://www.toho-twc.co.jp/ E-mail: r-hatakeyama@toho-twc.co.jp 

     

 日本郵便株式会社 秋田県営業統括本部 

 〒010-8799 秋田市保戸野鉄砲町 5-1 秋田中央郵便局内 TEL: 018-823-5921 FAX: 018-824-6094 

 URL - E-mail: - 

     

 日本通運(株) 秋田支店 

 〒010-0001 秋田市中通 2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル 6F TEL: 018-835-3101 FAX: 018-835-3106 

 URL https://www.nittsu.co.jp/ E-mail: - 

      

 日本通運(株) 秋田港支店 海運課 (国際海上輸送) 

 〒011-0944 秋田市土崎港穀保町 130-1 TEL: 018-845-2291 FAX: 018-845-1844 

 URL https://www.nittsu.co.jp/ 
E-mail: akita_yusyutsu@nittsu.co.jp (輸出) 

E-mail:  akita_yunyuu@nittsu.co.jp (輸入) 

      

 日本通運(株) 秋田航空支店 貨物課 (国際航空輸送) 

 〒010-1415 秋田市御所野湯本 3-1-6 TEL: 018-853-8331 FAX: 018-892-7250 

 URL https://www.nittsu.co.jp/ E-mail: - 

     

 能代運輸(株) 本社 

 〒016-0171 能代市河戸川字北西山 144-2 TEL: 0185-55-1222 FAX: 0185-55-3368 

 URL http://www.noshirounyu.co.jp/ E-mail: soumu@noshirounyu.co.jp 

     

 能代運輸(株) 能代港運事業所 

 〒016-0807 能代市字大森山 1-2 TEL: 0185-52-5335 FAX: 0185-52-5435 

 URL http://www.noshirounyu.co.jp/ E-mail: agent@noshirounyu.co.jp 
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 能代運輸(株) 秋田港運事業所 

 〒011-0951 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 124-5 TEL: 018-880-5880 FAX: 018-880-5885 

 URL http://www.noshirounyu.co.jp/ E-mail: akita@noshirounyu.co.jp 

     

 ヨコウン(株)  

 〒013-0072 横手市卸町 8-14 TEL: 0182-32-3667 FAX: 0182-32-5672 

 URL http://www.yokoun.co.jp/ E-mail: - 

   

 

  

 ヨコウン(株) 秋田南営業所 

 〒010-1415 秋田市御所野湯本 1-1-10 TEL: 018-826-0037 FAX: 018-826-0038 

 URL - E-mail: - 

     

 ヨコウン(株) 秋田港営業所 

 〒011-0951 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 8-1 TEL: 018-846-3384 FAX: 018-845-5544 

 URL - E-mail: - 

     

 (一社)日本通関業連合会 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-3-20 虎ノ門 YHKビル 8F TEL: 03-3508-2535 FAX: 03-3508-7796 

 URL http://www.tsukangyo.or.jp/ E-mail: - 
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■ 貿易保険 

● 外航貨物海上保険 

 東京海上日動火災保険(株) 秋田支社 

 〒010-0001 秋田市中通 2-5-21 秋田東京海上日動ビル 3Ｆ TEL: 018-832-9229 FAX: 018-832-9144 

 URL http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ E-mail: - 

  

 三井住友海上火災保険(株) 秋田支店 

 〒010-0951 秋田市山王 2-1-43 三井住友海上秋田ビル TEL: 018-865-0561 FAX: 018-824-7095 

 URL http://www.ms-ins.com/ E-mail: - 

    

 損害保険ジャパン日本興亜(株) 秋田支店 法人支社 

 〒010-0921 秋田市大町 3-3-15 ユニバース秋田ビル 2F TEL: 018-862-4463 FAX: 018-864-8538 

 URL http://www.sjnk.co.jp/ E-mail: - 

     

● 輸出入取引・投資の保険 

 日本貿易保険(NEXI) 

 〒101-8359 東京都千代田区西神田 3-8-1千代田ファーストビル東館 3F 

3F 

TEL: 0120-672-094 FAX: 03-3512-7679 

 URL https://www.nexi.go.jp E-mail: cs@nexi.go.jp      

     

■ 貿易団体 

     

 日本貿易振興機構(ジェトロ)秋田貿易情報センター 

 〒010-0951 秋田市山王 2-1-40 田口ビル 1F TEL: 018-865-8062 FAX: 018-888-1771 

 URL https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/akita/ E-mail: aki@jetro.go.jp 

     

 (一社)秋田県貿易促進協会 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5F TEL: 018-896-7366 FAX: 018-896-7367 

 URL http://www.a-trade.or.jp/ E-mail: info@a-trade.or.jp 

     

 秋田市貿易関連産業連絡協議会 

      
 

〒010-8560 秋田市山王 1-1-1 秋田市 産業振興部 商工貿易振興課内 
(事務局) 

TEL: 018-888-5730 FAX: 018-888-5727 

 URL  https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/boeki-support/1007114.html E-mail: ro-inpr@city.akita.lg.jp 
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■ 国際交流団体 

     

 (公財)秋田県国際交流協会 

 〒010-0001 秋田市中通 2-3-8 アトリオン 1F TEL: 018-893-5499 FAX: 018-825-2566 

 URL http://www.aiahome.or.jp/ E-mail: aia@aiahome.or.jp 

     

 JICA秋田デスク 

 〒010-0001 秋田市中通 2-3-8 アトリオン 1F TEL: 018-893-5313 FAX: 018-893-5313 

 URL  https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html E-mail: jicadpd-desk-akitaken@jica.go.jp 

     

■ 商工会議所 

     

 秋田県商工会議所連合会 

      〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 1F  
秋田商工会議所内 

TEL: 018-866-6679 FAX: 018-862-2101 

 URL http://www.akitacci.or.jp/kenren/ E-mail: kenren＠akitacci.or.jp 

     

 秋田商工会議所 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 1F 

Akita  

 

TEL: 018-866-6679 FAX: 018-862-2101 

 URL http://www.akitacci.or.jp/ E-mail: info@akitacci.or.jp 

     

 能代商工会議所 

 〒016-0831 能代市元町 11-7 TEL: 0185-52-6341 FAX: 0185-55-2233 

 URL http://noshiro-cci.jp/ E-mail: n-syoko@shirakami.or.jp 

     

 大館商工会議所 

 〒017-0044 大館市御成町 2-8-14 TEL: 0186-43-3111 FAX: 0186-49-0556 

 URL http://www.odatecci.or.jp/ E-mail: info@odatecci.or.jp 

     

 大曲商工会議所 

 〒014-0027 大仙市大曲通町 1-13 TEL: 0187-62-1262 FAX: 0187-62-1265 

 URL http://www.omagari-cci.com/ E-mail: kaigisho@omagari-hanabi.com 

     

 横手商工会議所 

 〒013-0021 横手市大町 7-18 TEL: 0182-32-1170 FAX: 0182-33-5642 

 URL http://www.yokotecci.or.jp/ E-mail: - 

     

 湯沢商工会議所 

 〒012-0826 湯沢市柳町 1-1-13 TEL: 0183-73-6111 FAX: 0183-73-2900 

 URL http://www.yuzawacci.or.jp/ E-mail: yucci@yutopia.or.jp 
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■ 経済・商工団体 

     

 (公財)あきた企業活性化センター 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 県庁第二庁舎 2F TEL: 018-860-5610 FAX: 018-863-2390 

 URL http://www.bic-akita.or.jp/ E-mail: active@bic-akita.or.jp 

     

 ＩＮＰＩＴ秋田県 知財総合支援窓口（あきた企業活性化センター内） 

 〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 県庁第二庁舎 2F TEL: 018-860-5614 FAX: 018-863-2390 

 URL http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/akita/ E-mail: - 

     

 秋田県商工会連合会 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 4F TEL: 018-863-8491 FAX: 018-863-8490 

 URL http://www.skr-akita.or.jp/ E-mail: akisk@skr-akita.or.jp 

     

 チャレンジオフィスあきた 

 〒010-0945 秋田市土崎港西 3-9-15 TEL: 018-847-2881 FAX: 018-847-2882 

 URL http://www.akitachallenge.jp/base/coa_support_room/ E-mail: coa@city.akita.akita.jp 

     

 (一社)秋田経済同友会 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 6F TEL: 018-863-1349 FAX: 018-863-1926 

 URL http://www.akitadoyukai.or.jp/ E-mail: jimukyoku@akitadoyukai.or.jp 

     

 秋田県中小企業団体中央会 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5F TEL: 018-863-8701 FAX: 018-865-1009 

 URL http://www.chuokai-akita.or.jp/ E-mail: - 

     

 秋田県信用保証協会 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館内 TEL: 018-863-9015 FAX: 018-863-9188 

 URL http://www.cgc-akita.or.jp E-mail: gyoumu@cgc-akita.or.jp 

     

 秋田県中小企業家同友会 

 〒010-0965 秋田市八橋新川向 4-23 みどりやビル 2F TEL: 018-867-7471 FAX: 018-867-7472 

 URL http://akita.doyu.jp/ E-mail: info@akita.doyu.jp 
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■ 工業団体 

     

 秋田県電子工業振興協議会 

 〒010-0951 秋田市山王 3-1-1 県庁第二庁舎 2F TEL: 018-867-8422 FAX: 018-866-1741 

 URL http://www.eia-akita.gr.jp/ E-mail: - 

     

 秋田県アパレル産業振興協議会 

  
 

   〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5F  
秋田県中小企業団体中央会内 

TEL: 018-863-8701 FAX: 018-865-1009 

 URL http://www.chuokai-akita.or.jp/akitaapparel/ E-mail: - 

     

 (一社)秋田県機械金属工業会 

 〒010-0951 秋田市山王 3-1-1 県庁第二庁舎 2F TEL: 018-862-5113 FAX: 018-866-1741 

 URL http://www.chuokai-akita.or.jp/kikai/ E-mail: mmia@bic-akita.or.jp 

     

 秋田県南工業振興会 

  
 

   〒013-8502 横手市旭川 1-3-41 平鹿地域振興局庁舎 1F  
横手市商工観光部商工労働課内 

TEL: 0182-36-2384 FAX: 0182-32-4021 

 URL http://www.akitakennan-net.gr.jp/ E-mail: - 

     

 秋田県クラフト協会 

 〒010-0041 秋田市広面字堤敷 51-2 TEL: 018-834-5278 FAX: 018-834-5278 

 URL - E-mail: - 

     

 秋田県北部テクノプラザ 

 〒017-0897 大館市字三ノ丸 13-19 TEL: 0186-42-0645 FAX: 0186-43-6250 

 URL http://www.hokubu-technoplaza.com/ E-mail: t-plaza@estate.ocn.ne.jp 

     

 本荘由利テクノネットワーク  

  
 

   〒015-0051 由利本荘市川口字大覚 182 番地  
(本荘由利産学共同研究センター内) 

TEL: 0184-22-3488 FAX: 0184-23-7460 

 URL http://www.hy-sangaku.or.jp/modules/hytechnet/index.php E-mail: - 

     

 秋田輸送機コンソーシアム  

      〒010-8572 秋田市山王 3-1-1 秋田県産業労働部 輸送機産業振興室 TEL: 018-860-2243 
 
 

FAX: 018-860-3887 

 URL - E-mail: saiko@rdc.pref.akita.jp 
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■ 農林水産・加工食品団体 

     

 秋田県農業協同組合中央会 

 〒010-0976 秋田市八橋南 2-10-16 TEL: 018-864-2111 FAX: 018-888-1180 

 URL http://www.ja-akita.or.jp/ E-mail: - 

     

 全国農業協同組合連合会 秋田県本部 

 〒010-8558 秋田市八橋南 2-10-16 TEL: 018-864-2491 FAX: 018-864-2516 

 URL http://www.ak.zennoh.or.jp/ E-mail: zz_ak_kikaku@zennoh.or.jp 

     

 秋田県漁業協同組合 

 〒011-0945 秋田市土崎港西 1-5-11 TEL: 018-845-1311 FAX: 018-846-5039 

 URL http://akita-gyokyo.or.jp/ E-mail: jf.akita@juno.ocn.ne.jp 

     

 秋田県酒造協同組合 

 〒010-0944 秋田市川尻若葉町 1-12 TEL: 018-863-6455 FAX: 018-862-0940 

 URL http://www.osake.or.jp/ E-mail: webmaster@osake.or.jp 

     

 秋田県味噌醤油工業協同組合 

 〒010-0923 秋田市旭北錦町 3-36 TEL: 018-823-7141 FAX: 018-823-7143 

 URL http://www.chuokai-akita.or.jp/misosyoyu/ E-mail: yurara-1@mo.acbb.net 

     

 秋田県木材産業協同組合連合会 

 〒010-0003 秋田市東通 2-7-35 TEL: 018-837-8091 FAX: 018-837-8093 

 URL http://a-mokuren.jp/ E-mail: AEL03072@nifty.com 
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■ 研究機関 

     

 秋田大学産学連携推進機構 

 〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1 TEL: 018-889-2712 FAX: 018-837-5356 

 URL http://www.akita-u.ac.jp/crc E-mail: staff@crc.akita-u.ac.jp 

     

 (一財)秋田経済研究所 

 〒010-8655 秋田市山王 3-2-1 秋田銀行本店 5F TEL: 018-863-5561 FAX: 018-863-5580 

 URL http://www.akitakeizai.or.jp/ E-mail: info@akitakeizai.or.jp 

     

 (株)フィデア総合研究所 秋田本部 

 〒010-0001 秋田市中通 3-1-41 北都銀行本店 6F TEL: 018-837-1727 FAX: 018-834-5508 

 URL http://www.f-ric.co.jp/ E-mail: kenkyuu@f-ric.co.jp （山形本部） 

     

 (一社)秋田県情報産業協会 

 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄 4-11 秋田県産業技術センター内 TEL: 018-862-9820 FAX: 018-862-9820 

 URL http://www.aiia.or.jp/ E-mail: kyokucho@aiia.or.jp 

     

 秋田県産業技術センター 

 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄 4-11 TEL: 018-862-3414 FAX: 018-865-3949 

 URL http://www.rdc.pref.akita.jp/ E-mail: soudanshitu@rdc.pref.akita.jp 

     

 秋田県総合食品研究センター(醸造試験場、食品加工研究所)   

 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄 4-26 TEL: 018-888-2000 FAX: 018-888-2008 

 URL http://www.arif.pref.akita.jp/ E-mail: info@arif.pref.akita.jp 

     

 秋田県立大学 木材高度加工研究所     

 〒016-0876 能代市海詠坂 11-1 TEL: 0185-52-6900 FAX: 0185-52-6924 

 URL http://www.iwt.akita-pu.ac.jp/ E-mail: - 

     

 (一財)秋田県資源技術開発機構     

 〒017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館 9-3 TEL: 0186-29-3100 FAX: 0186-29-3840 

 URL http://www.ink.or.jp/~sigen/ E-mail: kikou@ink.or.jp 
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＜＜＜＜ 日本貿易振興機構（ジェトロ）秋田貿易情報センターについて ＞＞＞＞ 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、財団法人海外市場調査会を前身として、諸外国との調和の取れた貿易

の発展を図るため、1958年に設立された政府関係機関です。 

ジェトロは、日本の貿易振興と対日直接投資に関する事業の総合的な実施と、開発途上地域の総合的な

調査研究を通じて、諸外国との貿易拡大および経済協力を促進し、日本の経済・社会のさらなる発展を目指

しています。 

秋田貿易情報センター（ジェトロ秋田）は 1994 年に設立されて以来 20 年以上にわたり、海外の経済・貿

易・投資に関する情報を提供し、秋田県産業の国際化を支援しています。 

ジェトロ秋田のサービスは、企業・団体・自治体・個人の別を問わずどなたでもご利用いただけます。貿易

や投資についてご相談がある際には、どうぞお気軽にジェトロ秋田までお問い合わせください。 

 

◇ ジェトロ秋田のご案内 ◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ジェトロ秋田が配信する「ジェトロ秋田 ニューズレター」への登録も随時受け付けております。 

 県内開催のセミナーや新着情報をご希望の方はジェトロ秋田までご連絡ください。  

 

日本貿易振興機構 秋田貿易情報センター（ジェトロ秋田） 

〒010-0951 秋田県秋田市山王 2-1-40 田口ビル 1 階 

TEL： 018-865-8062  FAX： 018-888-1771  E-mail： AKI@jetro.go.jp 

ホームページ： https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/akita/ 

開館時間： 9 時～12時／13 時～17 時（土・日、祝祭日、年末年始を除く） 
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◆◆◇ ジェトロの会員制度のご案内 ◇◆◆ 

～幅広くジェトロを活用するならジェトロの有料会員へ～ 

 

 ジェトロには、貿易投資相談など、どなたにもご利用いただける無料サービスの他、広範なネットワークを通じ

て収集した情報・ノウハウ・サービスをご活用いただける会員制度「ジェトロ・メンバーズ」もございます。 

 サービスの内容、入会方法など、詳しくはジェトロ秋田へお気軽にお問い合わせください。 

 

 ジェトロ・メンバーズ  

 

①年間サービス料： 70,000円（税抜） 

②会 員 条 件： 企業、団体、研究機関、個人など、日本在住の方ならどなたでも入会可能。 

③主 な 特 典 ： 

 1. 海外等での展示会出展料金の割引 

 2. 有料セミナーの受講料金無料もしくは割引 

 3. 電子メールで最新の海外情報をお届けする「ジェトロ・ビジネス短信」 

（会員 IDによる記事詳細検索機能付） 

 4. 海外に関する簡易な調査を行う「海外ミニ調査サービス」を４ユニットまで 

無料利用可 

 5. 海外でのビジネス・アポイント取得サービス利用料金、海外企業の信用調査料、 

   ビジネスサポートセンター利用料、その他各種料金の割引 

 6. 会員専用のメルマガ「ジェトロ・メンバーズニュース」の配信（月２回） 

④主な提供資料： 

 ・「ジェトロ世界貿易投資報告」（年刊） 

   世界全体と主要国・地域の経済・貿易・直接投資動向を豊富なデータを用いて解説 

 ・「ジェトロ貿易ハンドブック」（年刊） 

   貿易実務の基本、貿易実務用語集等の実務マニュアル、世界各国地域の概況、FTA締結 

状況、アジア主要都市の投資関連コスト、国際ビジネス関係主要機関の連絡先などを収載 

 

 

 

 

 

 

 

       【お問い合わせ先】日本貿易振興機構（ジェトロ）秋田貿易情報センター 

       〒010-0951 秋田県秋田市山王 2-1-40 田口ビル 1階 

       TEL： 018-865-8062  FAX： 018-888-1771  E-mail： AKI@jetro.go.jp 

※会員制度については、ジェトロのホームページでも詳しくご案内しております。 

「ジェトロの会員制度」 https://www.jetro.go.jp/members/ 
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