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山形県

暮らしの中で少しの費用で効果の高い商品の販売・施
工を行っています。

暮らしの中で少しの費用で効果の高い商品の販売・施
工を行っています。

株式会社 樹建築工房

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

白金担持超光触媒「エアープロット」の施工及び関連
商品の販売 電球型蛍光灯（空気清浄機能付）の販売
ＬＥＤ照明器具の設計及び開発、施工 省エネ家電の
販売（冷蔵庫、エアコン、液晶テレビ等）。
エアープロット山形：http://yamagata.airplot.co.jp/

白金担持超光触媒「エアープロット」の施工及び関連
商品の販売 電球型蛍光灯（空気清浄機能付）の販売
ＬＥＤ照明器具の設計及び開発、施工 省エネ家電の
販売（冷蔵庫、エアコン、液晶テレビ等）。
エアープロット山形：http://yamagata.airplot.co.jp/
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PRポイントPRポイント

代表者 佐藤　昌明 住所 鶴岡市山王町1-38
資本金（千円） 6,600 電話番号 0235-24-4360
従業員数 2名 ＦＡＸ番号 -
売上高（千円） 56,000 ホームページ http://www.ituki-kk.com/index.html
主力製品・サービス 住宅・店舗の新築やリフォーム

本社外観

当社では省エネルギー及び環境対策としてBDF製造装
置の従来型のメチルエステル法で用いるエタノール、
強アルカリ性を用いない新しい精製装置を現在開発中
で産学協力で進行中です。

当社では省エネルギー及び環境対策としてBDF製造装
置の従来型のメチルエステル法で用いるエタノール、
強アルカリ性を用いない新しい精製装置を現在開発中
で産学協力で進行中です。

株式会社 イワテック

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

市内約150店から出る廃食油を有償で回収し、自社内
でメチルエステル製法でBDF製造。自社内で必要とす
る電力を自家発電で賄いその燃料として用います。

市内約150店から出る廃食油を有償で回収し、自社内
でメチルエステル製法でBDF製造。自社内で必要とす
る電力を自家発電で賄いその燃料として用います。
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作業風景

代表者 宮崎　正 住所 鶴岡市東岩本字田中29-3
資本金（千円） 10,000 電話番号 0235-53-3559
従業員数 18名 ＦＡＸ番号 0235-53-2796
売上高（千円） 120,000 ホームページ ‐
主力製品・サービス 建設機械部品
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２００９年２月施行、品確法（Ｂ５）の規格基準をク
リアした高純度のバイオディーゼル燃料を精製出来る
装置を開発し又精製後に出るグリセリン等の処理の為
関連機器として生ゴミ醗酵機の開発販売も行なってい
ます。

２００９年２月施行、品確法（Ｂ５）の規格基準をク
リアした高純度のバイオディーゼル燃料を精製出来る
装置を開発し又精製後に出るグリセリン等の処理の為
関連機器として生ゴミ醗酵機の開発販売も行なってい
ます。

株式会社 エムエスデー

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

環境を考えた循環型社会システムを考えて当社はバイ
オディーゼル燃料生成装置を開発し現在に至っていま
す。より純度の高い良い燃料を精製する装置を作る為
努力しています。

環境を考えた循環型社会システムを考えて当社はバイ
オディーゼル燃料生成装置を開発し現在に至っていま
す。より純度の高い良い燃料を精製する装置を作る為
努力しています。
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バイオディーゼル燃料生成装置

（山形県新事業分野開拓者認定商品）

代表者 武田　章 住所 天童市清池東1-1-6
資本金（千円） 60,000 電話番号 023-655-5522
従業員数 20名 ＦＡＸ番号 023-655-5528
売上高（千円） 250,000 ホームページ http://www.e-msd.co.jp
主力製品・サービス 自動機械の設計製作・バイオディーゼル燃料精製装置・常温乾燥機

様々な分野で廃棄される木材は日本が有する貴重な資
源であり、世界中で取り組まれている温暖化対策にお
いても、木材資源リサイクルは重要なカギとなってお
ります。しかしながら、現実には様々な問題や状況が
あるため、その解決のための一助となる活動を全国的
に取組んでおります。

様々な分野で廃棄される木材は日本が有する貴重な資
源であり、世界中で取り組まれている温暖化対策にお
いても、木材資源リサイクルは重要なカギとなってお
ります。しかしながら、現実には様々な問題や状況が
あるため、その解決のための一助となる活動を全国的
に取組んでおります。

ＮＰＯ法人 北日本木材資源リサイクル協会

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

・木材の３Ｒに関する持続可能な取組への情報、コン
サルト等の提供

・環境に関する法的事項に関する対行政機関等への
様々なはたらきかけ。

・市民への木材リサイクルに関するＰＲ活動等。

・木材の３Ｒに関する持続可能な取組への情報、コン
サルト等の提供

・環境に関する法的事項に関する対行政機関等への
様々なはたらきかけ。

・市民への木材リサイクルに関するＰＲ活動等。
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代表者 鈴木　隆 住所 山形市飯塚町字中河原1629-5
資本金（千円） 0 電話番号 023-644-7098
従業員数 71名 ＦＡＸ番号 023-644-7055
売上高（千円） 0 ホームページ kitanihon-r.com
主力製品・サービス ‐

山形県
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当社は、環境保全にかかわる機械装置の設計・施工で
社会に貢献しております。工場排水処理設備、排ガス
処理設備、汚泥処理設備などの公害防止装置をはじめ、
産業用機械器具・装置の設計・製作も承っております。
また、環境にやさしい太陽光発電システムの販売にも
力を入れております。

当社は、環境保全にかかわる機械装置の設計・施工で
社会に貢献しております。工場排水処理設備、排ガス
処理設備、汚泥処理設備などの公害防止装置をはじめ、
産業用機械器具・装置の設計・製作も承っております。
また、環境にやさしい太陽光発電システムの販売にも
力を入れております。

株式会社 サン技研

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

公害防止機械装置の設計・製作・販売
一般産業用機械器具装置の設計・製作
太陽光発電設備の販売
３Ｄモデリング受託業務。

公害防止機械装置の設計・製作・販売
一般産業用機械器具装置の設計・製作
太陽光発電設備の販売
３Ｄモデリング受託業務。
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排ガス処理設備

無機排水処理設備

代表者 福田　保通 住所 天童市石鳥居1-4-1
資本金（千円） 11,000 電話番号 023-655-4255
従業員数 9名 ＦＡＸ番号 023-655-4254
売上高（千円） ‐ ホームページ www.sungiken.jp
主力製品・サービス 公害防止装置(設計・製作・販売）

弊社は、飲料水・汚水の分析や空気環境・騒音振動・
土壌等各種測定から排水処理施設の維持管理、各種管
路・槽内清掃、汚泥等産業廃棄物・一般廃棄物の収
集・運搬脱水処理、有機性廃棄物のたい肥化処分まで、
一貫した環境事業を展開しております。水処理に関す
るお悩みの解決や、リサイクル率の向上など、ご相談
ください。

弊社は、飲料水・汚水の分析や空気環境・騒音振動・
土壌等各種測定から排水処理施設の維持管理、各種管
路・槽内清掃、汚泥等産業廃棄物・一般廃棄物の収
集・運搬脱水処理、有機性廃棄物のたい肥化処分まで、
一貫した環境事業を展開しております。水処理に関す
るお悩みの解決や、リサイクル率の向上など、ご相談
ください。

株式会社 丹野

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

生ゴミ・食品残土・有機汚泥等、有機性廃棄物のた
い肥化リサイクル
廃酸・廃アルカリ等の脱水・廃水処理

生ゴミ・食品残土・有機汚泥等、有機性廃棄物のた
い肥化リサイクル
廃酸・廃アルカリ等の脱水・廃水処理
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たい肥化施設 エコプラザ１号機棟

山形県リサイクル認定製品「エコたいひ」

代表者 丹野　秀樹 住所 山形市松見町12-3
資本金（千円） 20,000 電話番号 023-641-1141
従業員数 47名 ＦＡＸ番号 023-641-0825
売上高（千円） 526,000 ホームページ http://www5.ocn.ne.jp/~kktanno/
主力製品・サービス 浄化槽・排水処理施設等維持管理、廃棄物収集運搬・処分・計量分析、各種分析

山形県
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リサイクルによって炭に変った廃木材を有効活用し、
床下調湿材、木炭防塀塗料、等の商品を製造販売して
いる会社です。（環境ビジネス概要に同じ）

リサイクルによって炭に変った廃木材を有効活用し、
床下調湿材、木炭防塀塗料、等の商品を製造販売して
いる会社です。（環境ビジネス概要に同じ）

東北カーボン 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

リサイクルによって炭に変った廃木材を有効活用し、
床下調湿材、木炭防塀塗料等の商品を製造販売してい
る会社です。

リサイクルによって炭に変った廃木材を有効活用し、
床下調湿材、木炭防塀塗料等の商品を製造販売してい
る会社です。
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2008年山形県環境保全推進賞受賞

環境にやさしいスーパーカーボンコート

代表者 村山　勝四郎 住所 山形県東村山郡山辺町大字大蕨１
資本金（千円） 60,000 電話番号 023-666-2350
従業員数 4名 ＦＡＸ番号 023-666-2351
売上高（千円） 68,000 ホームページ -
主力製品・サービス 床下調湿木炭、木炭防塀塗料

住所 東村山郡山辺町大字大蕨1696-1
電話番号 023-666-2350　　
ＦＡＸ番号 023-666-2351
ホームページ http://www.tohoku-carbon.com

当社は、古米からの乳酸、乳酸エチルの製造コスト削減の実証を目的に農水省からの補助事業として事業をス
タートしています。現在は、その他にも、多様なバイオマスからの素材、エネルギー開発にむけて、他社や大
学と連携をとりながら研究実証を進めております。他にも、新規装置の開発も手がけております。

当社は、古米からの乳酸、乳酸エチルの製造コスト削減の実証を目的に農水省からの補助事業として事業をス
タートしています。現在は、その他にも、多様なバイオマスからの素材、エネルギー開発にむけて、他社や大
学と連携をとりながら研究実証を進めております。他にも、新規装置の開発も手がけております。

株式会社 東北バイオマス技研

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

古米から乳酸、乳酸エチルの製造実証、研究・新菌を用いての発酵実証。
好気性菌、嫌気性菌を使っての発酵および、各種バイオマスを活用した実証研究。

古米から乳酸、乳酸エチルの製造実証、研究・新菌を用いての発酵実証。
好気性菌、嫌気性菌を使っての発酵および、各種バイオマスを活用した実証研究。
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代表者 石黒　次郎 住所 米沢市万世町梓山字下原5495-1
資本金（千円） 96,000 電話番号 0238-29-1050
従業員数 7名 ＦＡＸ番号 0238-28-5840
売上高（千円） ‐ ホームページ http://www.tbmi.co.jp/index.htm
主力製品・サービス バイオマス関連の受託研究

山形県
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当社、平成１８年中小ものづくり高度化法に基く特定研究開発
計画で全国で８０のプロジェクトが採択された中の東北０６０
８００２」認定番号（新規鋳造材料を用いた金型技術の高度化
プロジェクト事業）の構成会社、又研究員となっています。又
東北クラスター会員、当社ＰＲとしては、山形の日本一の芋煮
会フェステバルの大鍋を平成元年と平成４年（今の直径６ｍ５
万食の大鍋）を造りました。

当社、平成１８年中小ものづくり高度化法に基く特定研究開発
計画で全国で８０のプロジェクトが採択された中の東北０６０
８００２」認定番号（新規鋳造材料を用いた金型技術の高度化
プロジェクト事業）の構成会社、又研究員となっています。又
東北クラスター会員、当社ＰＲとしては、山形の日本一の芋煮
会フェステバルの大鍋を平成元年と平成４年（今の直径６ｍ５
万食の大鍋）を造りました。

株式会社 ナガセ

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

当社は１９５４年先代長瀬與一郎（昭和６２年現代の名工として
県知事賞受賞）が鉄興社（現在の東リ）のプラント営繕等迄、化
学工業系の会社の仕事ですから職人の技術も技能も向上して昭和
４７年頃迄継続して来ましたが、東洋曹達（現在の東ソ）に変っ
た頃から当社も建築製作金物方面に主な業種を転換して現在に
至ってます。基本となる溶接技量も質も当社の職人はチタン技術
も先生の指導を受けて、３名が評価試験に合格しています。チタ
ン材は硫化材液（Ｈ２S)にも腐食すらしない為、熱エネルギー開

発等考えられると思ってます。

当社は１９５４年先代長瀬與一郎（昭和６２年現代の名工として
県知事賞受賞）が鉄興社（現在の東リ）のプラント営繕等迄、化
学工業系の会社の仕事ですから職人の技術も技能も向上して昭和
４７年頃迄継続して来ましたが、東洋曹達（現在の東ソ）に変っ
た頃から当社も建築製作金物方面に主な業種を転換して現在に
至ってます。基本となる溶接技量も質も当社の職人はチタン技術
も先生の指導を受けて、３名が評価試験に合格しています。チタ
ン材は硫化材液（Ｈ２S)にも腐食すらしない為、熱エネルギー開

発等考えられると思ってます。
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当社が手がけた建造物

代表者 長瀬　健一 住所 山形市富神台10
資本金（千円） 10,000 電話番号 023-645-5211
従業員数 25名 ＦＡＸ番号 023-643-2647
売上高（千円） 560,000 ホームページ www.c-nagase.co.jp
主力製品・サービス 建築製作金物、免震工事

当社は、自然との共生を事業活動のテーマとして、自
然エネルギーの有効活用に取り組んでおります。現在
では、地下水の熱エネルギーを利用した無散水消雪シ
ステムを中心とした克雪事業の他、地中熱や帯水層蓄
熱を活用した、地中熱利用の冷暖房システムの開発を
進めております。

当社は、自然との共生を事業活動のテーマとして、自
然エネルギーの有効活用に取り組んでおります。現在
では、地下水の熱エネルギーを利用した無散水消雪シ
ステムを中心とした克雪事業の他、地中熱や帯水層蓄
熱を活用した、地中熱利用の冷暖房システムの開発を
進めております。

日本地下水開発 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

1983年より、帯水層蓄熱を利用した冷暖房システムを
構築。1998年より、土壌・地下汚染対策に取り組む。

1983年より、帯水層蓄熱を利用した冷暖房システムを
構築。1998年より、土壌・地下汚染対策に取り組む。
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フェントン反応剤注入

無散水へシステム施工状況と消雪効果（山形小桜橋）

代表者 桂木　宣均 住所 山形市松原777
資本金（千円） 80,000 電話番号 023-688-6000
従業員数 163名（グループ会社含む） ＦＡＸ番号 023-688-4122
売上高（千円） 2,500,000 ホームページ www.jgd.co.jp
主力製品・サービス 無散水消雪システム

山形県
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建築廃材の中からクロム(Cr)、銅(Cu)、ヒ素(As) などの人体に
有害な物質を含むＣＣＡ木材を、近赤外線光を使用して非破壊
で識別する装置「ウッドスキャン」は、波長750〜1,000ｎｍ
の近赤外光を使い、対象の廃木材に光センサーを当ててスイッ
チを押すと約３秒で有害物質の含有量を演算処理してデジタル

表示します。廃木材リサイクル製品の安全性の確保に貢献でき
ます。

ハイウッド 株式会社

素材・部材 環境調和型製品 装置・プラント サービス その他環境汚染防止 温暖化対策 資源有効利用 その他
事業

領域
環境

分野

建築解体現場から発生する廃木材を有用な木質原料(木
質バイオマス)等として利活用する木材リサイクルに取
組んでいます。また、近赤外光線を使った国内初のＣ
ＣＡ木材判別装置「ウッドスキャン」の開発、廃木材
から作った「エコ備長炭」製造技術、さらには廃木材
の収集・原料化と流通に取り組んでいます。
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エコ備長炭

ウッドスキャン

代表者 安藤 則夫 住所 山形市元木3丁目11-37
資本金（千円） 42,000 電話番号 023-633-2395
従業員数 5名 ＦＡＸ番号 023-633-2175
売上高（千円） 65,000 ホームページ http://www.hywood.co.jp
主力製品・サービス CCA木材判別装置、エコ備長炭
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当社はエネルギービジネスに精通した社員自らが起業
した会社で、既存のエネルギーシステムの優位性を生
かしながら、発生物の有効利用で省エネ・コストダウ
ンを実現できる循環型エネルギーシステムの構築がで
きる会社である。高知県ではすでにこのシステムが稼
働中であり、年内には山形県でも稼動に入ります。

当社はエネルギービジネスに精通した社員自らが起業
した会社で、既存のエネルギーシステムの優位性を生
かしながら、発生物の有効利用で省エネ・コストダウ
ンを実現できる循環型エネルギーシステムの構築がで
きる会社である。高知県ではすでにこのシステムが稼
働中であり、年内には山形県でも稼動に入ります。

バイオマス&サーマルリサイクル事業 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

RFF小型ボイラーによる熱供給事業およびRPF小型ボ
イラーとRPF販売

RFF小型ボイラーによる熱供給事業およびRPF小型ボ
イラーとRPF販売
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当社山形支店のある米沢商工会議所

代表者 山地　牧男 住所 米沢市アルカディア1丁目808-18
資本金（千円） 8,000 電話番号 0238-28-3309
従業員数 5名 ＦＡＸ番号 0238-28-3309
売上高（千円） - ホームページ -
主力製品・サービス RPFボイラー、RPF、熱供給

代表者 山地　敏夫
資本金（千円） 8,000
従業員数 5名
売上高（千円） -
主力製品・サービス ＲＰＦボイラー、ＲＰＦ、熱供給

山形県
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糸やロープ状の物であればすぐにパイルにできるので、
様々な製品を開発できます。主として敷物に使うため、
丈夫な物を使って作ることで耐久性のある製品は作れ
ます。また、県内外の製造工場ネットワークを利用し
て、様々な製品（カーマット、スリッパ、帽子、バッ
グ等々）を製造可能です。

糸やロープ状の物であればすぐにパイルにできるので、
様々な製品を開発できます。主として敷物に使うため、
丈夫な物を使って作ることで耐久性のある製品は作れ
ます。また、県内外の製造工場ネットワークを利用し
て、様々な製品（カーマット、スリッパ、帽子、バッ
グ等々）を製造可能です。

穂積繊維工業 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

デニム生地を製造する際に発生する廃棄物を利用した
ラグマット製造。関連する商品も開発販売(スリッパ等)。

デニム生地を製造する際に発生する廃棄物を利用した
ラグマット製造。関連する商品も開発販売(スリッパ等)。
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「デニム楽マット」と「楽っぱ」

代表者 穂積　勇人 住所 東村山郡中山町
資本金（千円） 10,000 電話番号 023-662-3588
従業員数 6名 ＦＡＸ番号 023-662-3938
売上高（千円） ‐ ホームページ http://rugstore.co.jp/
主力製品・サービス 麻じゅうたん、ラグマット （ツイッター） http://twitter.co/rugstore

当社は創業以来80年、コンクリート製品製造販売を業

とし、リサイクル材料のコンクリート製品への利用に
も取り組んできました。特に、平成3年から、大学との
共同で、再生骨材のコンクリート製品への利用に取り
組み、ゴミ溶融スラグだけでなく再生骨材を用いたコ
ンクリート製品、さらにフライアッシュを用いたコン
クリート製品を市場化しております。

当社は創業以来80年、コンクリート製品製造販売を業

とし、リサイクル材料のコンクリート製品への利用に
も取り組んできました。特に、平成3年から、大学との
共同で、再生骨材のコンクリート製品への利用に取り
組み、ゴミ溶融スラグだけでなく再生骨材を用いたコ
ンクリート製品、さらにフライアッシュを用いたコン
クリート製品を市場化しております。

前田製管 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

コンクリート製品の製造並びに販売。土木工事の請負
並びに設計監理。

コンクリート製品の製造並びに販売。土木工事の請負
並びに設計監理。
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コンクリート使用例

代表者 前田　直之 住所（いわき事業所） 酒田市上本町6-7
資本金（千円） 100,000 電話番号 0234-23-5111
従業員数 194名 ＦＡＸ番号 0234-24-7002
売上高（千円） - ホームページ www.maeta.co.jp/_Maetaseikan/index.htm
主力製品・サービス コンクリート製品全般、くい、擁壁、暗きょ、マンホール、

排水溝、用排水路、緑化ブロック、貯水施設、法面被覆
ブロック、舗装、境界ブロック、組立橋、ダクタル

山形県
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地域から排出される廃プラスチックを油化し、その地
域で生成油を再利用することで、コンパクトな地域密
着型の資源再利用が可能だと考えております。限りあ

る石油資源の枯渇が騒がれていますが、多少なりとも
御役に立てれば幸いです。

株式会社 最上機工

素材・部材 環境調和型製品 装置・プラント サービス その他環境汚染防止 温暖化対策 資源有効利用 その他
事業

領域
環境

分野

・再生油（重油）の販売 ・３Ｐ素材の処分業
・廃プラスチック油化装置販売
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再製油タンク

代表者 佐藤 慎也 住所 新庄市大字福田字福田山711-217
資本金（千円） 67,000 電話番号 0233-23-1555
従業員数 17名 ＦＡＸ番号 0233-23-7444
売上高（千円） 350,000 ホームページ www.mogami-kiko.co.jp
主力製品・サービス 推進工事

前記事項を昨年より活動する理由は、ご存じの通り建設業はき
びしい状況に置かれています。又長年木材を使用して営業して
来ましたが、木材には多くの欠点がある為、大変苦労して来ま
したが、木材の欠点を少なくするＥＤＳプラントに出合い、こ

れで地元材も使用可能になり、地産地消の循環ができ、地域の
活性化、森林活性ＣＯ２削減、適合価格等でこれからも木材に
関連した事業を行ないたい。現在、会員９社で山形県長寿命健
康住宅協同組合準備委員会設立活動中。私こと（佐藤悟郎）が
会長。

株式会社 マルサ建業

素材・部材 環境調和型製品 装置・プラント サービス その他環境汚染防止 温暖化対策 資源有効利用 その他
事業

領域
環境

分野

ＥＤＳプラントの発案者や協力者である武蔵野美術大
学の教授（復数）に協力してもらい（ＥＤＳプラント
に入れた木材）＝（ＥＤＳ材）を活用して、地元木材
の使用、植材、長寿命健康住宅（全てムク材使用、新
建材を排除して自然材で建築）、又、木造トラス工法
（前記協力者による）で耐震化で建築。
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木造トラスト工法

ＥＤＳ材

代表者 佐藤 豊喜 住所 鶴岡市温海乙32-1
資本金（千円） 18,000 電話番号 0235-43-3986
従業員数 50名 ＦＡＸ番号 0235-43-3987
売上高（千円） 280,000 ホームページ ‐
主力製品・サービス 型枠工事、木工事、木造建築施工
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都市部のヒートアイランド現象の緩和と屋上工場の屋
根を緑化することにより省エネとCO2削減を行う。

工場立地法改正では認められていなかった屋上緑化や
壁面緑化の緑化面積への算入が可能になり、工場の増
改築で効果よく緑地面積を確保出来、周囲の環境・景
観に配慮する事ができ環境にアピールする事が出来る。

都市部のヒートアイランド現象の緩和と屋上工場の屋
根を緑化することにより省エネとCO2削減を行う。

工場立地法改正では認められていなかった屋上緑化や
壁面緑化の緑化面積への算入が可能になり、工場の増
改築で効果よく緑地面積を確保出来、周囲の環境・景
観に配慮する事ができ環境にアピールする事が出来る。

株式会社 モス山形

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

コケによる緑化資材
コケによる緑化資材の栽培・販売

コケによる緑化資材
コケによる緑化資材の栽培・販売
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代表者 山本　正幸 住所 山形市松見町20-10
資本金（千円） 37,500 電話番号 023-642-2202
従業員数 15名 ＦＡＸ番号 023-641-6158
売上高（千円） 160,000 ホームページ www.mos-yamagata.com
主力製品・サービス 緑化資材

東北大学大学院環境研究科の高橋弘教授と当社は、高含水比泥
土の再資源化を図るためボンテラン工法を開発した。
当工法は、従来工法に比べて安価で、容易に地域社会で採用が
可能であり、かつ環境面に配慮している点で高く評価され、平
成２０年度には内閣府・文部科学省・経済産業省他が主催する
第６回「産学連携功労者表彰」において「国土交通大臣賞」を
受賞した。

東北大学大学院環境研究科の高橋弘教授と当社は、高含水比泥
土の再資源化を図るためボンテラン工法を開発した。
当工法は、従来工法に比べて安価で、容易に地域社会で採用が
可能であり、かつ環境面に配慮している点で高く評価され、平
成２０年度には内閣府・文部科学省・経済産業省他が主催する
第６回「産学連携功労者表彰」において「国土交通大臣賞」を
受賞した。

株式会社 森環境技術研究所

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

ボンテラン工法は、建設汚泥や浚渫土砂（ヘドロ等）に古紙破砕
物（ボンファイバー）とセメント系固化材を添加・混合すること
により優れた強度特性、高い耐久性を有する盛土・埋戻し土を生
成する工法です。また、建設汚泥（非自硬性汚泥）や浄水発生土
に古紙破砕物（ボンファイバー）、水溶性ポリマー等を添加・混
合することにより、保水性の高い緑化基盤材を生成する工法です。
当社では本工法に使用する改良資材（ボンファイバー、水溶性ポ
リマー等）の販売を行っております。

ボンテラン工法は、建設汚泥や浚渫土砂（ヘドロ等）に古紙破砕
物（ボンファイバー）とセメント系固化材を添加・混合すること
により優れた強度特性、高い耐久性を有する盛土・埋戻し土を生
成する工法です。また、建設汚泥（非自硬性汚泥）や浄水発生土
に古紙破砕物（ボンファイバー）、水溶性ポリマー等を添加・混
合することにより、保水性の高い緑化基盤材を生成する工法です。
当社では本工法に使用する改良資材（ボンファイバー、水溶性ポ
リマー等）の販売を行っております。
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授賞式の様子

代表者 森　雅人 住所 新庄市小田島町7-36
資本金（千円） 10,000 電話番号 0233-22-0832
従業員数 7名 ＦＡＸ番号 0233-22-0932
売上高（千円） 150,000 ホームページ http://www.vega.ne.jp/~metr/
主力製品・サービス 泥土改良資材・ボンファイバー　泥土改良工法・ボンテラン工法特許実施権許諾サービス

山形県



東北地域環境ビジネス企業データ集東北地域環境ビジネス企業データ集

77

弊社発電所では、未利用の林業系バイオマス資源に加
え、果樹園から発生する果樹剪定枝をエネルギーとし
て利用する国内初の商業木質バイオマスガス化発電所
です。電気＋環境価値の販売に加え、発電の副産物で
ある木タール・木酢液・灰も販売しており、木質バイ
オマスを余すことなく活用しています。

弊社発電所では、未利用の林業系バイオマス資源に加
え、果樹園から発生する果樹剪定枝をエネルギーとし
て利用する国内初の商業木質バイオマスガス化発電所
です。電気＋環境価値の販売に加え、発電の副産物で
ある木タール・木酢液・灰も販売しており、木質バイ
オマスを余すことなく活用しています。

やまがたグリーンパワー 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

木質バイオマス（自然木のみ）発電→売電＋環境価値
の販売。
発電の副産物（木タール・灰・木酢液）の販売。

木質バイオマス（自然木のみ）発電→売電＋環境価値
の販売。
発電の副産物（木タール・灰・木酢液）の販売。
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工場外観

ガスエンジン

代表者 鈴木　誠 住所 村山市大字富並大沢4083-1
資本金（千円） 87,500 電話番号 0237-36-1651
従業員数 9名 ＦＡＸ番号 0237-36-1652
売上高（千円） ‐ ホームページ www.jbmd.co.jp
主力製品・サービス 電気

山形東亜DKKは「地球に優しいテクノロジー」を掲げ、
水質や大気、排ガスなどの測定分析計の生産を通して、
公害防止の一翼を担いたいと考えています。

山形東亜DKKは「地球に優しいテクノロジー」を掲げ、
水質や大気、排ガスなどの測定分析計の生産を通して、
公害防止の一翼を担いたいと考えています。

山形東亜ＤＫＫ株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

大気分析計、水質分析計、プロセス分析計の製造。大気分析計、水質分析計、プロセス分析計の製造。
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PRポイント
PRポイント パネルマウント型pH計

USB接続式pH計

代表者 沖田　安生 住所 新庄市大字福田字福田山711-109
資本金（千円） 10,000 電話番号 0233-23-5011
従業員数 107名 ＦＡＸ番号 0233-23-5010
売上高（千円） 2,461,581 ホームページ http://www.y-dkk.com/
主力製品・サービス 大気分析、水質分析、プロセス分析計の製造
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環境に配慮した製品開発を進める中で、はがせる容器
「P&Pリ・リパック」の開発と共に、福祉施設との協
働により容器の回収・分別・ペレット化を行う新たな
リサイクルシステムを構築しました。時代を先取りし
た技術革新とアイデアで、循環型社会の構築への貢献
を目指します。

環境に配慮した製品開発を進める中で、はがせる容器
「P&Pリ・リパック」の開発と共に、福祉施設との協
働により容器の回収・分別・ペレット化を行う新たな
リサイクルシステムを構築しました。時代を先取りし
た技術革新とアイデアで、循環型社会の構築への貢献
を目指します。

株式会社 ヨコタ東北

素材・部材 環境調和型製品 装置・プラント サービス その他環境汚染防止 温暖化対策 資源有効利用 その他
事業
領域

環境
分野

表面のフィルムをはがすことで簡単にリサイクルがで
きるプラスチック製食品トレーの開発・製造とリサイ
クルシステムの構築

表面のフィルムをはがすことで簡単にリサイクルがで
きるプラスチック製食品トレーの開発・製造とリサイ
クルシステムの構築
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リサイクルについて学べるアメニティセンター

はがせる容器「P&Pリ・リパック」と製造ライン

代表者 横田　健二 住所 新庄市大字福田字福田山711番地
資本金（千円） 30,000 電話番号 0233-29-3611
従業員数 143名 ＦＡＸ番号 0233-29-3612
売上高（千円） 3,600,000 ホームページ http://www.yokota-co.co.jp
主力製品・サービス プラスチック製食品容器の製造販売

産業廃棄物を有害物質と無害な水に分離する事により、
産業廃棄物の量の軽減、土壌及び河川の汚染防止に効
果を上げることが出来る。沼、湖等の汚染を改善する
事が出来る。

産業廃棄物を有害物質と無害な水に分離する事により、
産業廃棄物の量の軽減、土壌及び河川の汚染防止に効
果を上げることが出来る。沼、湖等の汚染を改善する
事が出来る。

株式会社 ディバイテック

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

産業排水の無害化及び産業廃棄物の軽減産業排水の無害化及び産業廃棄物の軽減
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水質浄化

浄化・前 浄化・後

代表者 鈴木　義久 住所 山形市松山3-13-11
資本金（千円） - 電話番号 023-629-8577
従業員数 8名 ＦＡＸ番号 023-625-8858
売上高（千円） - ホームページ http://www.dvitec.co.jp/
主力製品・サービス コンクリート補修・材料販売
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長年培ってきたトムソン型の刃組み技術と最先端の彫
刻刃型技術を活かし、太陽光パネル・有機ELパネル・

液晶パネル等の機能性フィルム加工分野に進出したい
と考えております。また、従来は廃棄処分していたト
ムソン型を再利用・再生利用できるよう、トムソン型
構造自体に見直しをかけ、新トムソン型の創出に力を
注ぎたいと考えております。

長年培ってきたトムソン型の刃組み技術と最先端の彫
刻刃型技術を活かし、太陽光パネル・有機ELパネル・

液晶パネル等の機能性フィルム加工分野に進出したい
と考えております。また、従来は廃棄処分していたト
ムソン型を再利用・再生利用できるよう、トムソン型
構造自体に見直しをかけ、新トムソン型の創出に力を
注ぎたいと考えております。

株式会社 高橋型精

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

太陽光パネル・有機ELパネル・液晶パネル等の機能性

フィルム加工に使用するトムソン型の製作・提供と、
廃棄処分するしかなかったトムソン型の再利用・再生
利用への取り組み。

太陽光パネル・有機ELパネル・液晶パネル等の機能性

フィルム加工に使用するトムソン型の製作・提供と、
廃棄処分するしかなかったトムソン型の再利用・再生
利用への取り組み。
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本社外観

代表者 高橋　光弘 住所 山形市蔵王松ヶ丘1-1-35
資本金（千円） 10,000 電話番号 023-695-3311
従業員数 40名 ＦＡＸ番号 023-695-3312
売上高（千円） 440,000 ホームページ http://www.t-keisei.com/pc/
主力製品・サービス 精密抜型、彫刻刃型

現在医療機用に利用している光干渉による計測技術を
有しており、その応用として考えたい。

現在医療機用に利用している光干渉による計測技術を
有しており、その応用として考えたい。

マイクロトモグラフィー 株式会社

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

有害物質の測定（含有量、組成など）有害物質の測定（含有量、組成など）
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眼底断層検査装置

光干渉式眼軸長測定機

代表者 松村　澄男 住所 天童市北久野本1-7-43
資本金（千円） 5,000 電話番号 023-654-9081
従業員数 17名 ＦＡＸ番号 050-7522-5696
売上高（千円） 300,000 ホームページ http://www.microtomography.co.jp/
主力製品・サービス 医療機器 hasegawa@microtomoguraphy.co.jp
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当社は、ポンプメーカーのニクニの子会社であり、ポンプを利用した多分野の装置の組立を行っています。
よって液体の圧力・流量制御、温度調節や処理技術を持っていますので、これらの技術を活かした環境関連製
品を生産していきたいと考えています。

当社は、ポンプメーカーのニクニの子会社であり、ポンプを利用した多分野の装置の組立を行っています。
よって液体の圧力・流量制御、温度調節や処理技術を持っていますので、これらの技術を活かした環境関連製
品を生産していきたいと考えています。

株式会社 最上川環境技術研究所

サービス その他装置・プラント環境調和型製品素材・部材資源有効利用 その他温暖化対策環境汚染防止
事業
領域

環境
分野

省エネ型温度調整装置や既設備の省エネ改造。水処理装置。省エネ型温度調整装置や既設備の省エネ改造。水処理装置。

Ｎｏ．133

企
業
情
報

企
業
情
報

環境ビジネス概要
環境ビジネス概要
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代表者 村上　茂 住所 西置賜郡白鷺町大字荒砥乙327番地
資本金（千円） 10,000 電話番号 0238-85-5522
従業員数 22名 ＦＡＸ番号 0238-85-5832
売上高（千円） 3,100,000 ホームページ -
主力製品・サービス 産業機器製品の組立
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