
令和４年7月現在

企業名 代表者 郵便番号 住　　所 電話 ＵＲＬ 業種

あ行  アイデックス㈱ 相川　猛 018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上の平1 0186-35-5111 http://www.aikawanetw.co.jp/index.html 電子部品製造

 ㈱青山精工 青山　亜起菜 018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字紀の国平42 0186-35-3350 http://www.aoyama-pi.co.jp/ 精密部品加工

 秋田山下工業㈱ 山下　正 017-0204 秋田県小坂町荒谷字三ツ森62-4 0186-29-2630 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=817 電子部品製造

 ㈱浅利佐助商店 浅利　滋 018-5201 秋田県鹿角市花輪字観音堂27-3 0186-23-3127 http://www.fukuzyu.com/ 味噌醤油製造

 ㈲岩船屋 岩船　勝広 018-5201 秋田県鹿角市花輪字刈又22－2 0186-23-6264 http://www.akitafuki.ftw.jp/ 食品加工業

 ㈱エイブル 佐藤　順英 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪33-1　まちなかオフィス 0186-22-4787 https://able-can.jp/index.html 発電プラント機器メンテナンス

か行  鹿角エヌ・シー・エル㈱ 高橋　健一 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字南陣場56 0186-35-3911 http://kncl.ikaduchi.com/ 電子部品製造

 鹿角コネクタ㈱ 川島　健二 018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字下屋敷5 0186-35-2925 http://kmco.co.jp/kazuno/ 電子部品製造

 ㈱鹿角レミコン 田口　勉 018-5201 秋田県鹿角市花輪字諏訪野55-3 0186-25-3001 http://www.ink.or.jp/~koyou/Kaiin/hp/tagucgi_sangyo/index.html コンクリート製造

 ㈱カミテ 上手　康弘 017-0204 秋田県小坂町荒谷字三ツ森62-1 0186-29-2611 http://www.kamite.co.jp/ 精密板金加工

北上石灰㈱ 多田　祥茂 018-5334 秋田県鹿角市十和田錦木字山谷32-3 0186-35-3209 http://www.ink.or.jp/~koyou/Kaiin/hp/kitakami_sekkai/index.html 石灰製造販売

㈱北原紙器製作所 北原　秀樹 018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上の平1-7 0186-35-2013 http://www.kitaharashiki.com ダンボール製品

 ㈱キムラ鋼板 木村　邦樹 018-5201 秋田県鹿角市花輪字柳田20－1 0186-23-2196 http://www.kimurakouhan.jp/index.html 板金加工製造

 ㈱キャッツ電子設計 髙橋　奏 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字上陣場48-2 0186-35-2102 http://cats-world.jp/ 電子部品製造

さ行  ㈱サッシュ 柳沢　正志 018-5141 秋田県鹿角市八幡平字大里下モ川原119-1 0186-30-5131 http://www.sash.co.jp/ 縫製業

㈱サンテック 三谷　僚 018-5331 秋田県鹿角市十和田山根上ノ平1-4 0186-35-2008 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=997 精密部品加工

 シー・アンド・シー㈱ 浅石　敏明　 017-0205 秋田県小坂町荒谷字手紙沢54-5　 0186-29-2976 http://www.chuokai-akita.or.jp/tekko/m_16c-y-a.html 鉄工業

 ジョイタム㈱ 田村　功 018-5334 秋田県十和田毛馬内字南陣場35 0186-25-8135 http://www.joytam.jp/profile.html 電子部品製造

小伸製作所 小田島　伸一 018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字六角平33-1 018-23-4089 電子部品製造

 昇正工業㈱秋田事業所 菅原　昌裕 018-5201 秋田県花輪字町端20 0186-30-2730 精密板金加工

鹿角工業振興会　会員名簿　（五十音順）

[相川プレス工業]
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鹿角工業振興会　会員名簿　（五十音順）

[相川プレス工業]
た行  ㈲大成商事 呉　　孝太郎 018-5201 秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷地198 0186-30-1201 リサイクル業

 千歳盛酒造㈱ 村上　雅彦 018-5201 秋田県鹿角市花輪字中花輪29 0186-23-2053 http://www.osake.or.jp/kuramoto/iframe/d141.html 清酒酒造

 東邦工業㈱ 二宮　裕人 017-0204 秋田県小坂町荒谷字三ツ森62-1 0186-29-3677 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=531 精密部品加工

 ㈱ドリック 澤田　範雄 018-5201 秋田県鹿角市花輪字新川原48-9 0186-25-2801 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=935 精密板金加工

 十和田オーディオ㈱ 佐藤　英幸 017-0201 秋田県小坂町小坂字大稲坪98 0186-29-2560 http://www.towada-gp.com/audio/ 電子部品製造

 十和田カイハツ生コンクリート㈱ 遠藤　悦郎 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下土ケ久保19-7 0186-35-2320 コンクリート製造

 十和田精密工業㈱ 須藤　彰宏 018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原30-1 0186-35-2251 http://www.showa-gp.com/group/towada-top.html 精密板金加工

は行 八幡平グリーンエナジー㈱ 田中　雅博 018-5201 秋田県鹿角市八幡平字赤渕181-1 0186-22-4445 http://www.ink.or.jp/~hgc/ 地熱発電運転管理

 ㈱花輪製材所 山崎　友康 018-5201 秋田県鹿角市花輪字堰向22 0186-23-3122 製材業

 ㈲プレ・テック 佐藤　良一 018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地36 0186-30-3039 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=1027 精密板金加工

ま行  ㈲森谷製作所 森谷　敦史 018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字前田　107-1 0186-23-7338 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=739 電気部品加工

や行  ㈱柳澤鉄工所 柳澤　康隆 018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田  28 0186-23-2233 http://www.yana.co.jp/ 鉄工業

 山口電機工業㈱秋田工場 山口　研士 018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字長淵  4-1 0186-23-2519 http://www.yecj.co.jp/ プラスチック成形

 ㈱ユゼ 瀬戸　雄二 018-5141 秋田県鹿角市八幡平字駒林 241 0186-32-3200 http://www.yuze.co.jp/ 石鹸化粧品製造

 ㈱ユニティ 山菅　英雄 018-5201 秋田県鹿角市花輪字上中島  10-1 0186-23-6666 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=1109 縫製業

ら行  ㈲リンテック 鈴木　国芳 018-5201 秋田県鹿角市花輪字新川原 48 0186-30-2212 http://www.bic-akita.or.jp/guide/company/detail.html?id=1014 電子部品製造
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