
「パートナーシップ構築宣言」の追加公表企業一覧
（2020年10月30日～2021年3月17日の公表分：計441社）

企業名（業種別）
農業、林業

有限会社鉾田ゆうき
株式会社Happy Quality

鉱業、採石業、砂利採取業
八溝マテリアル株式会社

建設業
株式会社竹中工務店
株式会社六花舎設計
株式会社小林植木
株式会社庭や光葉
株式会社シンエイ
白木建設株式会社
株式会社竹中土木
株式会社安部日鋼工業
羽後設備株式会社
株式会社英明工務店
日本電機興業株式会社
スミダ工業株式会社
株式会社リバリング機工
有限会社タガワ建設工業
淡路土建株式会社
株式会社轟組
株式会社住まいるペイント
五洋建設株式会社
株式会社高橋組
株式会社森川組
?松建設株式会社
三重シンリョー設備株式会社
株式会社松本組
イケダアクト株式会社
?松テクノサービス株式会社
福留開発株式会社
株式会社中央住宅
東海建設株式会社
株式会社美創
前田建設工業株式会社



株式会社ヨシダアニー
関東道路株式会社
東神ハウス株式会社
山岡工業株式会社
株式会社チュウブ
岩田地崎建設株式会社
大真エンジニアリング株式会社
丸谷塗装工業株式会社
東北発電工業株式会社
四国電設工業株式会社
三和興産株式会社
三和エムケーアイ株式会社
豊開発株式会社
株式会社江川工芸社
翔飛工業株式会社
株式会社日本ピーエス
株式会社西海建設
株式会社ホリエ
平岩建設株式会社
株式会社ミナミ防災通信工業
東急建設株式会社
柏木建設株式会社
四国開発建設株式会社

食料品製造業
株式会社那波商店
カルビーポテト株式会社
モルツウェル株式会社
株式会社山豊
柄木田製粉株式会社
株式会社かもめパン
琉球創喜Labo合同会社
有限会社斎藤昭一商店
株式会社たけや製パン
株式会社Ｔ．Ｍ．Ｌ
株式会社セキグチデイリー

飲料・たばこ・飼料製造業
株式会社松葉屋本店
磯田園製茶株式会社
富士山の銘水株式会社



秋田酒類製造株式会社
繊維工業

東レ株式会社
株式会社成光ネクタイ
帝人株式会社
丸昌産業株式会社
株式会社ユーエス
株式会社東京ソワール

木材・木製品製造業（家具を除く）
中本造林株式会社
中本造林徳島株式会社

 パルプ・紙・紙加工品製造業
森紙器株式会社
ジョイパック
丸住製紙株式会社
丸三製紙株式会社
上山製紙株式会社

印刷・同関連業
株式会社プリントワークス
西日本ビジネス印刷株式会社
株式会社金陽社印刷所
株式会社ツジマキ
秋田印刷製本株式会社
第一ビジネス・フォーム株式会社
久留米印刷株式会社
株式会社エース広告
株式会社文伸

 化学工業
株式会社ローザ特殊化粧料
信越化学工業株式会社
日信化学工業株式会社
久保井インキ株式会社
株式会社ESC

石油製品・石炭製品製造業
大木産業株式会社

プラスチック製品製造業
RINX株式会社
株式会社サカエ工業

窯業・土石製品製造業



松浪硝子工業株式会社
AGC株式会社

鉄鋼業
日鉄ファーストテック株式会社
川口内燃機鋳造株式会社
友鉄工業株式会社
愛知製鋼株式会社
株式会社イトー鋳造
北光金属工業株式会社
株式会社　三条特殊鋳工所
株式会社神戸製鋼所

非鉄金属製造業
秋田製錬
ノースヒルズ溶接工業株式会社
株式会社グローバル・ニュクリア・フュエル・ジャパン
株式会社大栄螺旋工業
株式会社アーレスティ
大一電機株式会社
ジャパンフィルター株式会社

金属製品製造業
株式会社佐々木工業
有限会社山下電機製作所
有限会社　佐々木製作所
株式会社星製作所
株式会社マサオプレス
株式会社レーザテック
株式会社東金ソリューション
福寿産業株式会社
山陽精螺工業株式会社
株式会社アジャスト
株式会社Biot
株式会社キャスト
株式会社ＳＰワークス
大陽ステンレススプリング株式会社
株式会社ナゴヤギア
株式会社キョーワハーツ
株式会社マテリアル
アルプススチール株式会社
山陽精工株式会社



トーメックス株式会社
はん用機械器具製造業

SMC株式会社
 生産用機械器具製造業

一宮工業株式会社
有限会社HIRANOMETALWORKS
株式会社バーテック
株式会社エーアイテック
株式会社サクラテック
日本ハードウェアー株式会社
株式会社日本テクノ

業務用機械器具製造業
東洋産機株式会社
ユニパー株式会社
株式会社木幡計器製作所
株式会社山本製作所

電子部品・デバイス・電子回路製造業
京セラ株式会社
マブチモーター株式会社
ローム株式会社
株式会社村田製作所
太陽誘電株式会社

電気機械器具製造業
株式会社レスカ
シャープ株式会社
株式会社安川電機
株式会社EVTD研究所
旭光電機株式会社
株式会社Phoxter
株式会社傳心堂

情報通信機械器具製造業
有限会社エーアンドエフ・コーポレーション
株式会社日立情報通信エンジニアリング

輸送用機械器具製造業
ダイハツ九州株式会社
株式会社オギ
千代田工業株式会社
株式会社ヨコタコーポレーション
三菱ふそうトラック・バス株式会社



株式会社ラピート
株式会社今野製作所
株式会社東海理化電機製作所
ダイヤ精機株式会社

その他の製造業
株式会社東京化成製作所
ＥＣＯ－Ａ株式会社
有限会社大同製型
スズキテント有限会社
株式会社天野
静岡製機株式会社
株式会社FAプロダクツ
曉技研株式会社
株式会社オペス
ヤマハ株式会社
ミナミベック株式会社
株式会社共伸技研
株式会社チップス
アイリスオーヤマ株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業
東北電力株式会社
タプロス株式会社
中部電力株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
北陸電力株式会社
北海道電力株式会社
長府工産株式会社
四国電力株式会社
沖縄電力株式会社

情報通信業
サンブロードバンド株式会社
株式会社AIサポート
株式会社CiNK
株式会社システムネットワーク
イーストライズ株式会社
株式会社エヌエスシー
東北インフォメーション・システムズ株式会社
株式会社吉備ケーブルテレビ
株式会社東北電子計算センター



株式会社秋田放送
北日本コンピューターサービス株式会社
秋田テレビ株式会社
株式会社日立システムズ
山二システムサービス株式会社
株式会社DREAM WORKS
エイデイケイ富士システム株式会社
株式会社エフエム秋田
株式会社ジョージ
株式会社batton
株式会社日立ソリューションズ
センターフィールド株式会社
福島コンピューターシステム株式会社
株式会社Creator's NEXT
株式会社見える化
ジーニーラボ株式会社
株式会社ビットコミュニケーションズ
株式会社日本法務システム研究所
株式会社オフィスワタナベ
株式会社陣屋コネクト
株式会社DigiDockConsulting
株式会社Arent
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ
株式会社ベジトレード
株式会社クリエイトエンターテインメント
フリー株式会社
メディアフォーユー株式会社
株式会社EnMan Corporation
株式会社トラジェクトリー
株式会社アイミックス

運輸業、郵便業
アイビーデリバリー株式会社
株式会社秋田物流センター
秋田中央交通株式会社
株式会社宮城運輸
株式会社伊予鉄グループ
秋田海陸運送株式会社
四国旅客鉄道株式会社
株式会社八森運輸



有限会社峰南運輸
卸売業

有限会社前田包装容器
山二建設資材株式会社
東洋紡ＳＴＣ株式会社
中央魚類株式会社
千葉中央魚類(株)
中央自動車工業株式会社
株式会社イーワイトレーディング
秋田県産株式会社
株式会社桑原
株式会社境田商事
株式会社那波伊四郎商店
株式会社相場商店
株式会社鹿田産業
アンブレラグロウ株式会社
株式会社ユニオン
三傳商事株式会社
有限会社三嶋商事
株式会社ミライ化成
エイム株式会社
株式会社高良
京都サンダー株式会社

小売業
株式会社ルドファン
有限会社ファースト・バリュー
パティスリーテロワール
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
株式会社サーラコーポレーション
有限会社糸川メガネ
秋田三菱自動車販売株式会社
株式会社えむすび
ベッド通販セラピス
株式会社ヤオコー
イオン株式会社
株式会社アゴスト
臼井ショッピングセンター協同組合
株式会社マルイ
株式会社マルシン



有限会社升谷商店
株式会社藤崎
株式会社菓子舗榮太楼
株式会社サンインマルイ
株式会社ラ・ショエット
後藤酒店
株式会社金萬
株式会社辻吟
株式会社秋田クボタ
株式会社 山　二
お茶の井ヶ田株式会社
株式会社藤海産
株式会社秋田スズキ
株式会社Ｃｏｌｏｒｓ
株式会社日産サティオ秋田
千秋ホンダ販売株式会社
秋田スバル自動車株式会社
日産プリンス秋田販売株式会社
トヨタカローラ秋田株式会社
秋田トヨペット株式会社
株式会社ローソン
ネッツトヨタ山形株式会社
株式会社ファーストリテイリング

金融業、保険業
株式会社京都銀行
株式会社山陰合同銀行
株式会社伊予銀行
株式会社ひろぎんホールディングス
秋田県火災共済協同組合
株式会社秋田銀行
西武信用金庫
株式会社紀陽銀行
室蘭信用金庫
株式会社七十七銀行
株式会社栃木銀行
株式会社秋田国際カード
株式会社仙台銀行
かながわ信用金庫
秋田信用金庫



津山信用金庫
野村證券株式会社
興産信用金庫
株式会社秋田ジェーシービーカード
株式会社北都銀行
花巻信用金庫
山梨信用金庫
東京東信用金庫

不動産業、物品賃貸業
協同組合秋田市民市場
新三井産業株式会社
株式会社仙台ビルディング
株式会社秋田グランドリース
?松エステート株式会社
?松エステート株式会社
株式会社マックスプラン
秋田まちづくり株式会社
大分リース株式会社
有限会社すぐる不動産
株式会社テナントショップ
秋田空港ターミナルビル株式会社
タカマツハウス株式会社
HAYASHIYA合同会社
株式会社ミブコーポレーション

学術研究、専門・技術サービス業
公益財団法人日本住宅・木材技術センター
株式会社匠技術研究所
たかつか行政書士事務所
株式会社コンフィック
株式会社オニオン新聞社
株式会社渡辺佐文建築設計事務所
税理士高野好史事務所
ノーヴァネクサス株式会社
株式会社ダブリューアール
ブロッサム東京行政書士事務所
サロン＆スクールCocologne
株式会社アサユナイト
アルパーコンサルティング株式会社
株式会社インデックス



株式会社ハンズオン
株式会社ワープ
株式会社エンジョイワークス
株式会社ダイワ技術サービス
株式会社　日報ステーション
株式会社中部デザイン研究所
株式会社アルク
有限会社サステイナブル・デザイン
トリニティ株式会社
合同会社フォーアイコンサルタント
一般社団法人三次元スキャンテクノロジー協会
一般社団法人新興事業創出機構
株式会社コボ
株式会社エネルギーソリューションジャパン

宿泊業、飲食サービス業
手打ちそば清水屋
株式会社JSフードシステム
株式会社料亭濱乃家
株式会社水屋光琳
合家株式会社
株式会社ユーランドホテル八橋
肉大将
株式会社マル商
株式会社荻野屋
株式会社中江
エイチ・アンド・カンパニー株式会社
株式会社プラザマネジメント

生活関連サービス業、娯楽業
株式会社ＲＢａｄｖａｎｃｅ
株式会社アル・シェア
株式会社wash-plus

教育、学習支援業
English Plus
大日本衣料株式会社
株式会社ベネッセコーポレーション
株式会社キョーリク
ハートセンタード・イングリッシュスクール
ミュージックスクールピュアボイス
青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社



医療、福祉
医療法人　誠仁会　塩川病院
有限会社健康企画

複合サービス事業
株式会社ＯＨＡＮＡＤＯＧ
秋田ステーションビル株式会社
大洋ビル管理株式会社
グローバルナレッジ株式会社
協業組合三交モータース商会
つばさトラック事業協同組合

サービス業（他に分類されないもの）
Dione／ディオーネ吉祥寺店
株式会社アートシステム
アイオンプランニングセンター株式会社
トラス・アーキテクト株式会社
にいみ清掃株式会社
山陽環境開発株式会社
函館環境衛生株式会社
株式会社Mew
練馬駅前・駅近の美容室シフィ練馬
So支援事務所
株式会社ＲＩＮＧＳＰＲＯ
税理士法人ＲＩＮＧＳ
AN -Agency株式会社
有限会社プリド
有限会社金子測量設計
日本ミャンマー支援機構株式会社
株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント
猿田興業株式会社
ブロンド美容室
株式会社久里浜中央会館
株式会社シンミドウ
合同会社Iris
株式会社　昭和興業
三傳物流株式会社
We will accounting associates株式会社
株式会社artLarge
一般財団法人大阪デザインセンター
株式会社エムケーインデクト



合同会社シマーシステム
株式会社ケンドマネジメント
石田データサービス株式会社
株式会社ボンズコミュニケーション
株式会社アクテック
合同会社コーポレートデザイン
株式会社アンジェロセック
株式会社日本動物医療センター
株式会社地方創生推進協同機構
ＫＨスタッフステーション株式会社
株式会社AKARI
PwCコンサルティング合同会社
株式会社Public dots & Company
株式会社セブンマーケット
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