
七曲臨空港工業団地

七曲臨空港工業団地は、２１世紀のまちづくりとして秋田テクノポリス計画のもと、東北日本海岸の中核都

市旧秋田市、先進技術産業を核とする旧河辺町、東北一の空港を有する旧雄和町の一市二町を対象に新し
い町づくりを目指して成長することを目的に昭和６０年代に総面積６７０万㎡（工場用地５１０万㎡ 分譲可能
面積３２万㎡）を整備したものである。 （2005年1月11日の市町合併で河辺町・雄和町が秋田市へ編入）
現在、１６社が操業しており、企業紹介を含め概要を公開することにより、更なる拡販・成長へつなげるととも

に地域との交流や活性化へ寄与する。 作成：七曲工業団地連絡協議会 2013.04
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当七曲臨空港工業団地では、計１６社が操業しています。内訳は次の通り。

①エイデイケイ富士システム株式会社 七曲開発センター

②日本インター株式会社（売却可）

③福本製作所株式会社 秋田工場

④株式会社イトー鋳造 七曲工場

⑤株式会社マツザワ

⑥三井光機製作所 秋田工場

⑦ユーティーケー工業株式会社

⑧株式会社エムオーテック 秋田営業所

⑨東芝ソシオシステムズ株式会社 秋田事業所

⑩株式会社 ビーエスエー

⑪株式会社 美研ウッド

⑫株式会社 コジマ商会 秋田営業所

⑬秋田協同清掃株式会社 七曲工場

⑭東部液化石油株式会社 秋田工場

⑮秋田製材協同組合（アスクウッド）

⑯秋田ペレット株式会社

⑰株式会社 美研ウッド（第二工場）

⑱カリモク秋田株式会社

１．当団地内の現在の進出企業

⑱



２．行政・企業・地域との連携強化

豊かな自然とせせらぎの町「河辺戸島」に位置する七曲臨空港工業団地とその周辺
の環境は、将来にわたり、より健全な状態で次世代へ引き継ぐ必要がある。
このため工業団地の整備の傍ら１９９１年には、有志企業による七曲工業団地連絡

協議会を結成（現１３社が入会）、団地内企業の連携として、環境維持のため行政との
折衝・レクレーション・周辺地域との不法投棄防止等の連携、調整などを柱として活動し
現在に至る。考え方は次の通り。

１．七曲工業団地連絡協議会を軸とした団地内企業の交流並びに周辺地域との融合
により、互いの成長・雇用・事業開拓拡大などへ成長させる。

２．団地内の企業が増え、周辺地域の雇用が確保され人口も増加し、魅力ある企業な
らびに、環境に配慮した都市整備を行政と共に行い、本地域が秋田県を支える工
業の情報発信や工業の中心地として位置付くように協働の街つくりを行う。

３．団地内企業の従業員や地域住民等が共に活発な交流を通して、相互に地域の活
性化につながる事業や、季節を感じ、互いに憩える環境整備を行う。



３．アジサイ植栽事業の取り組み概要

２００９年に実施したアジサイロード戸島計画（現在延べ３㎞ 720株）の延長として、新たに和田
駅南側から団地入口までの１．５km（160株）を延伸し、施肥と除草を加えながら、団地
企業と団地が位置する戸島地域（白熊・戸島・七曲・松渕・川原田）との協働事業を実施
中。将来的に活気ある地域つくりの継続的発展に寄与していく計画を推進中。
これは、豊かな自然とせせらぎの町「河辺戸島」に位置する、七曲臨空港工業団地と周

辺の環境を、より健全な状態で次世代へ引き継ぐ社会の一員であることを基本として、
①将来にわたり企業の従業員や住民等が季節を感じ、互いに憩える環境の整備を行う。
②将来、アジサイの里やアジサイロードなどの名所を目指し、環境美化や活性化を行う。
③事業を通じ、企業と地域が活発な交流を通し、互いに地域の活性化を行う。

ことを狙いとして、事業のさらなる活性化と地域との
結びつきを深めるものとする。

以上の基本的な考え方により、植栽後の除草や施
肥などの活動に加え、周辺美化を工業団地と周辺地
域が一体となって、将来に向け継続的な活動を行っ
ていくものである。
すでに２００９年に植栽したアジサイ株（当時、高さ

３０㎝程度）は、１ｍを超えるものに成長している。



アジサイ植栽事業の推進体制
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会社名称 エイデイケイ富士システム株式会社　七曲開発センター

主要製品 受託ソフトウェア開発事業、システムインテグレーションサービス事業

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台315 ／ Tel:018-882-2016

会社規模 操業開始：1986年 4月   ／　従業員：１２４名　／　敷地面積：10,888.86㎡

本社所在地 〒010-0865 秋田市手形新栄町2-58

URL http://www.adf.co.jp/

見学受入 人数要相談／随時受付可(要予約)

その他
当社は国内･国外による分散開発によるコストメリットと、大手･中堅ソフトウェアに引けを取らないシス
テム開発基盤を構築し、トータルQCDをご提供いたします。 特に、当社がもつ分散開発のメリットとトー
タルQCDを実際に評価下さい。



会社名称 福本製作所株式会社　秋田工場

主要製品 消防、防災無線の指令台や各端末。放送機器などの板金製造及び組立。

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120-12 　／　ＴＥＬ018-882-4300

会社規模 1948年4月操業　／　従業員32名　／　敷地面積6600㎡

本社所在地 川崎市中原区下小田中1-32-3

URL http://www.fsk-fukumoto.co.jp/

見学受入 不可

その他

↑レーザー加工

↓タレットパンチプレス機械



会社名称 株式会社イトー鋳造　七曲工場

主要製品 上下水道用ダクタイル鋳鉄異形管及び接合付属品

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番20　／　TEL　018－881－1081

会社規模 操業開始　1999年3月8日　　／　　従業員32名　　／　　敷地面積12400㎡

本社所在地 秋田市川尻町字大川反170-73

URL http://www.ito-chuuzou.co.jp/

見学受入 5名程度／回　要相談



会社名称 　株式会社マツザワ

主要製品 硬さ試験機（マイクロ､ビッカース、ロックウェル）、自動検査装置などの設計･製作･販売

所在地／電話番号 　〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番１０　　／  TEL　018－882－４５８０

会社規模 操業開始　199５年５月２２日　　／　　従業員１８名　　／　　敷地面積６３８㎡

本社所在地 同上

URL http://www.matsuzawa-ht.com

見学受入 要相談

その他



会社名称 株式会社三井光機製作所 秋田工場
主要製品 各種光学プリズム（プロジェクター、ビデオカメラ等に搭載）を製造。研磨、蒸着、接合等。

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台121-21 ／ ＴＥＬ ０１８－８８２－２９９５

会社規模 操業開始 1951年 ／ 従業員58名 ／ 敷地面積10000㎡

本社所在地 東京都杉並区和田2-3-3

URL http://www.mitsui-om.co.jp/

見学受入 10名程度／回 随時受付可（要予約）

その他
プリズムの精度、技術を追求してから半世紀。私たちは21世紀の新しい時代を迎え、ネットワークを駆使

した技術、サービスの情報提供とともに、プリズムを広く知っていただき、皆様との相互発展を目指します。
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会社名称 ユーティーケー工業株式会社

主要製品 住宅部品製造及び金型製作(自動車部品／工業化住宅部品／プレス金型設計製作)

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番１８　／　TEL　018-882-3388

会社規模 操業開始　1990年10月1日　　／　　従業員４５名　　／　　敷地面積　9917.39㎡

URL http://www.nmc.ne.jp/hp1/utk/

見学受入 随時受付可(要予約)

その他
当社は、プレス加工による自動車部品、工業化住宅部品の中堅メーカー宇都宮工業株式会社が、需要増に
対応して生産拡大を図るため、現地法人を設立し、金型とその成形品の工場として発足した。



会社名称 株式会社　エムオーテック　東北支店　秋田営業所（秋田工場）

主要製品 重仮設資材（鋼矢板・Ｈ型鋼ほか）リース・販売　　※主に地下構造物・橋梁建設に使用

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番27号　／　TEL　018-882-5255

会社規模 現地操業開始　1997年10月　/　従業員2名（協力会社10名）/敷地面積18,200㎡

本社所在地 東京都港区三田1丁目4番28号（三田国際ビル）

URL http://www.motec-co.jp/

見学受入 　3名程度/回（ヘルメット貸与）　要事前相談

その他

活用例

構内



東芝ソシオシステムズ株式会社 秋田事業所

主要製品 駅務機器製品（自動改札機など） 特殊機器製品（区分機など）

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台120番25 ／ ＴＥＬ018－882－5111

会社規模 操業開始 1993年4月1日 ／ 従業員9８名 ／ 敷地面積38000㎡

本社所在地 川崎市幸区小向東芝町１

URL http://www.toshiba-tsa.co.jp/

見学受入 15名程度／回 随時受付可（要予約）



会社名称 株式会社ビーエスエー

事業内容 一般貨物自動車運送事業 ／ 貨物自動車利用運送事業 ／ 倉庫業

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台120番7 ／ ＴＥＬ 018－881－1071

会社規模 操業開始 平成8年7月 ／ 従業員42名 ／ 車両保有台数36台

本社所在地 秋田市河辺戸島字七曲台120番7

URL 関連会社（有限会社物流サポート） http://www.butsuryu-support.co.jp/

見学受入 3名程度／回 随時受付可（要予約）

その他



会社名称 株式会社　美研ウッド

主要製品 プレカット・構造用パネルの生産・リフォーム工事

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番8　　／　TEL　018－88１－1120

会社規模 創業２０００年６月１日　／　従業員数　１７人　／　　第一工場　／　第二工場

本社所在地 同上

URL http://www.bikenwood.com

見学受入 随時受付可(要予約)

その他
当社は住宅施工の合理化を提案する会社として、プレカット部門（各種プレカットパネル製作等）と商事部
門（顧客ニーズに合わせた住宅インテリア等）があります。



会社名称 株式会社コジマ商会　秋田営業所

業務内容 業務用食品　業務用冷凍食品卸

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島七曲台１２０番５　／  TEL 018-882-3280

会社規模 営業開始　2003年8月1日　/　従業員11名　/　敷地面積15500㎡

本社所在地 岩手県盛岡市上堂３丁目９-４７

URL

見学受入 不可

その他
自社商品：【ベトナム】エビフライ　エビカツ　枝豆　【中国】白身フライ　焼き鳥　チキン製品　【韓
国】カキフライ【国内】カキフライ　鮭フライ　トンカツ　メンチカツ　各種コロッケ　その他製造・販売
をしております。



会社名称 秋田協同清掃株式会社 七曲工場
主要製品 廃棄物処理業・RPF（固形燃料）製造

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台１２０－９５ ／ ＴＥＬ 018-882-5557

会社規模 操業開始 2009年７月９日 ／ 従業員３名 ／ 敷地面積7000㎡

本社所在地 秋田市新屋豊町4番30号

URL http://www.a-ecolife.co.jp/ 

見学受入 10名程度／回 随時受付可（要予約）

その他

↑ RPF（固形燃料） ↑

リサイクル代替燃料として使用されます。

RPF（固形燃料）製造装置



会社名称 東部液化石油株式会社 秋田工場
主要製品 ＬＰガス

所在地／電話番号 〒019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台120-4 ／ ＴＥＬ 018-882-3555

会社規模 操業開始2011年10月1日 ／ 従業員18名（構内関連会社含む） ／ 敷地面積5702.4㎡

本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町7番1号

URL http://www.tobuekika.jp

見学受入 不可

その他 秋田県内事業所（ 秋田支店 ・ 秋田南支店 ・ 能代営業所 ・ 横手営業所 ・ 由利本荘出張所 ）



会社名称 秋田製材協同組合【　アスクウッド　】

主要製品 製材業　（製材品／ラミナ、柱・小割等の一般製材品　　副産物としてチップ、オガ粉等）

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120-46　／　TEL ０１８－８９３－３１２０

会社規模 操業開始　2012年4月15日　/　従業員65名　/　敷地面積99,411㎡

本社所在地 所在地に同じ

URL http://ask-w.or.jp/

見学受入 状況により随時可(要予約)

その他



会社名称 秋田ペレット株式会社

主要製品 木質ペレット（バイオマス燃料）製造販売・スーパーソル（ガラスリサイクル製品）販売

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字七曲台120番13号　　／　018-882-5508

会社規模 操業開始　平成２５年４月　／　従業員7名　／　敷地面積１９９００㎡

本社所在地 〒010-1612　秋田市新屋豊町5番30号　／　018-865-2249

URL

見学受入 平成２５年５月以降を予定・事前申し込み必要

その他
大館市にてビンの洗浄・販売、ガラスビンリサイクル製品である「スーパーソル」の製造・販売、木質ペ
レットの製造・販売などを手掛ける北秋容器株式会社のＧｒ企業として設立されました。

製品（ペレット）



会社名称 カリモク秋田株式会社

主要製品 インテリア木製家具部品の製造

所在地／電話番号 〒019-2611　秋田市河辺戸島字上野18番地　　／  TEL　018－882－4411

会社規模 操業開始　1991年4月1日　　／　　従業員42名　　／　　敷地面積39,080㎡

本社所在地 所在地に同じ

URL http://www.karimoku.co.jp/

見学受入 10名程度／回　随時受付可(要予約)

その他
グループ各社の専門力が生み出す秀逸の商品力。木製家具製造を通じて常に新しい生活空間を
創造しています。



当会は、七曲工業団地内に事業所を有している企業で組織し、会員のための必要な事業
を通して会員相互の連帯と親睦を図ることを目的として下記の活動を実施している。

１．主な活動
①総会（会員企業は年会費２万円）
②スポーツ交流会では、場所を変えながら交流を深め、同時に情報交流会を実施。
③ソフトボール大会 団地内グランドを使用し企業対抗として実施。
④都度懇談会を開催、団地に係る諸問題の提案・要望・陳情などを実施。
⑤その他 美化運動 不法投棄 地域行事への協力などを実施。

２．関係団体
①河辺雄和商工会 ②戸島町内会 ③河辺自治協議会 ④秋田市防火安全協会
⑤他業種別関係団体

３．今後のあるべき姿
当団地は、空港・高速道ＩＣ・鉄道駅が近接しており、交通アクセスに恵まれた位置づ

けとして今後発展する要素が多く、将来の姿を下記に示す。
①団地の７割程度に企業が進出し、昼人口1000人規模となり、活気に満ちている。
②七曲工業団地連絡協議会に全企業が加盟し、内外共に活動が活発で、秋田市の工
業中心地として発展している。

③生産活動に加え、地域との連携を強化し、周辺町内会・各種団体・小学校・中学校・
国際教養大学等との活動を通して、文化・産業・地域の発展に貢献し、中核工業都市と
しての発展に向けて成長している。

七曲工業団地連絡協議会の概要




