
表 大館市工場等設置促進条例による指定工場（誘致企業）の現況 2021年(令和３年)４月１日

№ 企 業 名 操業開始 従業員数（人） 営 業 品 目 所在地

１ 日本アンホ火薬製造㈱大館工場 S39年12月 男8 女5 計13 産業用火薬類の製造販売 十二所

２ ㈱ カ ワ サ キ 大 館 工 場 S49年10月 男0 女16 計16 衣服縫製加工業，紳士用・婦人用シャツ，パンツ他 釈迦内

３ ニューロング工業㈱大館工場 S50年 9月 男77 女9 計86 一般機械器具製造業，製袋機，印刷機 二井田

４ ニ プ ロ ㈱ 大 館 工 場 S56年 4月 男1,211 女462 計1,673 医療用具及び医薬品の製造業，人工腎臓用透析器 等 二井田

５ ㈱プラスチック・ホンダ大館工場 S56年 7月 男66 女9 計75 プラスチック製造業，医療部品，カメラ・事務機 等 二井田

６ ㈱ 光 輪 技 研 大 館 セ ン タ ー S59年12月 男21 女34 計55 テーピングサービス，高周波用小型コイル 下代野

７ 秋田ホーセ㈱秋北工場 S62年 7月 男6 女55 計61 ジーンズの縫製業 釈迦内

８ ㈱ E ＆ T A M A G O S63年 2月 男4 女3 計7 食品製造業，凍結卵，レトルトおでん 二井田

９ エコシステム秋田㈱ S63年 4月 男84 女4 計88 産業廃棄物処分業，一般廃棄物処分業 花岡町

１０ ㈱リーダーズ S63年 4月 男1 女6 計7 婦人服の製造業 釈迦内

１１ エヌピーエス㈱ S63年 8月 男23 女13 計36 ラックハンドラーEZ1，GC10（医療器具） 等 花岡町

１２ 第一日昭工業㈱ H元年 3月 男43 女7 計50 金属製品の製造および加工業 釈迦内

１３ 東光鉄工㈱花岡工場 H元年10月 男29 女9 計38 建築鉄骨・建築工事一式 花岡町

１４ ㈱フレックス H元年12月 男60 女26 計86 木材木製品製造業，マンション向け室内ドア及び建具 花岡町

１５ 藤嶋鉄工㈱ H2年 8月 男39 女8 計47 鋼構造物加工 餅田

１６ ㈱ホクエツ秋田大館工場 H2年 10月 男12 女1 計13 コンクリート二次製品販売 二井田

１７ ㈱伊藤技研 H3年 9月 男50 女4 計54 精密金属板金加工業，医療機械，レーザー加工，配電盤設計製作 等 二井田

１８ 東北キャスティング㈱ H3年11月 男18 女1 計19 銑鉄鋳物製造業，上・下水道部品 等 二井田

１９ ㈱富岡繊維大館工場 H3年11月 男1 女3 計4 婦人服，子供服，ニット製品製造販売 下代野

２０ テック大洋工業㈱秋田事業所 H4年10月 男8 女1 計9 街路灯，公園施設製品 他 二井田

２１ 青森昭和産業㈱大館作業所 H5年11月 男2 女0 計2 溶接金網製造 二井田

２２ ティンバラム㈱大館花岡工場 H7年 6月 男29 女2 計31 構造用集成材の製造 花岡町

２３ ㈱大館製作所 H9年 4月 男64 女6 計70 一般機械器具製造業，信号保安用品，機械信号，電気信号 大茂内

２４ 東光鉄工㈱本宮工場 H9年 7月 男79 女7 計86 橋梁，水門，クレーン，耐震補強 本宮

２５ 佐藤商事㈱大館支店 H9年10月 男6 女3 計9 鉄鋼，非鉄金属製品，機械，工具，雑貨貴金属宝飾品 等 二井田

２６ ㈱秋田エスエス商運大館営業所 H10年 2月 男7 女2 計9 一般貨物自動車運送業 二井田

２７ ㈲けんぽく H11年 5月 男62 女2 計64 一般貨物自動車運送業，倉庫業 二井田

２８ ㈱エコリサイクル H13年 4月 男45 女6 計51 一般・産業廃棄物処理業，使用済み家電製品やPC・OA機器等の再商品化処理 花岡町

２９ ㈱テーエムシー大館工場 H13年 4月 男9 女31 計40 電気通信機部品製造,アイソレーター 等 沼館

３０ ㈱丸祐運送秋北営業所 H13年 8月 男22 女1 計23 一般貨物自動車運送業，取扱運送業，引っ越し 二井田

３１ ニプロファーマ㈱大館工場 H14年 4月 男618 女321 計939 医療品製造業,ろ過型人工腎臓補液 等 二井田

３２ ㈱木村食品工業大館工場 H15年 4月 男30 女56 計86 食品製造業（カットフルーツ，カット野菜 等） 二井田

３３ ㈲サガク工業 H15年 4月 男5 女1 計6 製缶製作，機械器具設備，プラント工事，各種溶接，配管工事 松木

３４ 秋田ウッド㈱ H15年12月 男33 女6 計39 家具・建具製造業，廃木材・廃プラスチック利用新建材製造販売 白沢

３５ ㈱伊徳いとくデリカセンター H17年 9月 男39 女72 計111 食品製造業，弁当，惣菜，キリタンポ 等 二井田

３６ 秋田丸善繊維㈱ S44年11月 男12 女64 計76 婦人服の製造業 比内

３７ 比内時計工業㈱ S49年 3月 男45 女30 計75 光ファイバー応用製品設計及び製造 等 比内

３８ ㈱小滝電機製作所 S54年10月 男112 女111 計223 センサー（カメラ，車載）製造 釈迦内

３９ ㈱アオキ秋田工場 S62年 4月 男2 女20 計22 繊維（カットソー等）製造業 比内

４０ ㈱東北センバ大館工場 H2年11月 男46 女54 計100 冷凍食品（冷凍山芋，冷凍菓子）製造 比内

４１ ㈱ティアンドティ比内 H9年 4月 男3 女6 計9 繊維（カットソー等）製造業 比内

４２ 大館ヤクルト販売㈱ S45年 5月 男12 女12 計24 乳製品，清涼飲料，化粧品，麺類等の卸売業 田代

４３ 藤嶋木材工業㈱田代広葉樹工場 S52年 3月 男3 女0 計3 製材業（家具材，フローリング材，チップ材） 田代

４４ 東北森永乳業㈱秋田工場 S26年 2月 男42 女14 計56 乳製品製造業 田代

４５ ㈱サンテックス本社工場 S59年 9月 男12 女15 計27 教育資材・木工品製造販売 田代

４６ ㈱田代製作所 S63年10月 男91 女57 計148 木製建具製造 田代

４７ フリージア・オート技研(株)秋田工場 H3年 1月 男14 女6 計20 多層プリント板用シールド版の製造 田代

４８ ニューロング秋田㈱ H10年 2月 男107 女19 計126 印刷機，製袋機，スリッター，トリータ，チタンドラム，アノード 等 田代

４９ みちのく・コカコーラボトリング㈱秋北営業所 H10年 7月 男22 女2 計24 清涼飲料水販売 田代

５０ ㈱京都商興大館営業所 H16年 6月 男10 女1 計11 機械器具設置，運送事業 二井田

５１ 北秋容器㈱ガラスリサイクル工場 H19年 3月 男6 女1 計7 ガラスリサイクル製品製造 道目木

５２ 戸田鉄工㈱本社工場 S41年 4月 男45 女6 計51 一般機械器具製造業，各種プラント産業機械，設計・据付 餌釣

５３ 石垣鐵工㈱ H19年10月 男63 女12 計75 金属製品製造業，鋼製階段・手摺製作据付 二井田

５４ ㈱木村食品工業第４工場 H19年7月 男8 女35 計43 カット果物・野菜，冷凍食品製造，惣菜製造 二井田

５５ 白金運輸㈱大館営業所・大館配送センター H20年3月 男36 女6 計42 一般貨物運送業，特定貨物運送業，倉庫業 二井田

５６ 北秋容器㈱木質ペレット製造工場 H20年12月 男4 女0 計4 木製ペレット製造 道目木

５７ (株)ファーマインド大館センター H20年1月 男11 女12 計23 食品製造業（バナナの熟成加工） 二井田

５８ 遠藤林業(株)大館工場 H21年4月 男42 女8 計50 製材加工業（板類） 早口

５９ 昭和木材(株)東北支店東北プレカット工場 H24年11月 男30 女4 計34 一般製材業 松木境

６０ (株)サンテックス比内ファクトリー H24年11月 男0 女4 計4 学用品紙類製造業 新館

６１ 東北王子運送(株)大館営業所 H25年4月 男17 女1 計18 貨物自動車運送事業 二井田

６２ (株)グリーンパッケージ秋田工場 H25年10月 男6 女2 計8 段ボール箱製造 二井田

６３ 秋田原木市場(株)大館木材流通センター H26年10月 男4 女1 計5 木材卸売業 釈迦内



№ 企 業 名 操業開始 従業員数（人） 営 業 品 目 所在地

６４ 北秋容器(株)木質チップ製造工場 H26年12月 男6 女1 計7 木材チップ製造業 釈迦内

６５ プレシジョン・システム・サイエンス(株) H26年11月 男11 女43 計54 ＤＮＡ自動抽出装置用試薬の製造 花岡

大館試薬センター

６６ 戸田精工(株) H27年7月 男42 女8 計50 治工具、金型、自動機・省力機器の設計・製作 新館

６７ 秋田比内や(株) H27年11月 男9 女20 計29 比内地鶏の加工製造 葛原

６８ (株)エス・トランスポートサービス H28年4月 男26 女1 計27 貨物自動車運送業 釈迦内

６９ 新和産業(株)金属資源リサイクル工場 H28年6月 男47 女2 計49 プラント設備、金属資源リサイクル 花岡

７０ (株)バイテックファーム大館 H28年4月 男2 女8 計10 リーフレタス、低カリウムレタス、業務用リーフレタス等の生産・加工・販 釈迦内

売

７１ ティンバラム(株)釈迦内工場 H29年4月 男11 女4 計15 構造用修正材のプレカット、建築設計業務躯体工事 釈迦内

７２ (株)沓沢製作所 H31年2月 男39 女12 計51 製材業、製材品 釈迦内

７３ (株)大館マルスイ大型物流冷蔵倉庫 H31年4月 男8 女0 計8 物流事業受託、営業冷凍倉庫業 二井田

条例指定企業での従業員数 2021年(令和３年)４月１日

男 女 計

二井田地区工業団地 2,387 1,066 3,453

花岡工業団地 152 93 245

羽貫谷地工業団地 155 42 197

岩瀬工業団地 91 57 148

新館工業団地 90 48 138

釈迦内産業団地 49 15 64

その他 893 473 1,366

合計 3,817 1,794 5,611


