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No 企業名 地域 掲載ページ No 企業名 地域 掲載ページ

2 エイト技術株式会社 青森県 p.14 89 株式会社ウッディさんない 秋田県 p.58

3 県南環境保全センター株式会社 青森県 p.15 90 エコシステム小坂株式会社 秋田県 p.58

5 五所川原ガス株式会社 青森県 p.16 91 エコシステム秋田株式会社 秋田県 p.59

6 山王林産有限会社 青森県 p.16 92 エコシステム花岡株式会社 秋田県 p.59

10 ディー・アンド・ピー都市開発株式会社 青森県 p.18 93 株式会社エコリサイクル 秋田県 p.60

15 株式会社プラムエコプロジェクト 青森県 p.21 95 株式会社大日向 秋田県 p.61

16 株式会社リビエラ 青森県 p.21 96 株式会社キャッツ電子設計 秋田県 p.61

21 株式会社アイメタルテクノロジー　北上生産部門 岩手県 p.24 97 有限会社クリーンカンパニー 秋田県 p.62

24 株式会社釜石電機製作所 岩手県 p.25 98 小坂製錬株式会社 秋田県 p.62

26 有限会社 北岩手衛生センター 岩手県 p.26 99 小林工業株式会社 秋田県 p.63

32 ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県 p.29 100 株式会社セーコン 秋田県 p.63

33 ニットーハイ株式会社　東北事業所 岩手県 p.30 101 有限会社澤田商事 秋田県 p.64

34 有限会社 花巻酵素 岩手県 p.30 102 株式会社太平商事 秋田県 p.64

37 有限会社ラナシステム 岩手県 p.32 104 北秋容器株式会社 秋田県 p.65

43 アイシステム株式会社 宮城県 p.35 107 和賀製畳店 秋田県 p.67

44 アジア航測株式会社　仙台支店 宮城県 p.35 109 株式会社樹建築工房 山形県 p.68

47 株式会社ＡＳＮ 宮城県 p.37 112 ＮＰＯ法人北日本木材資源リサイクル協会 山形県 p.69

48 有限会社エコテツク 宮城県 p.37 113 株式会社サン技研 山形県 p.70

50 株式会社エヌ・エフ・ジー 宮城県 p.38 115 東北カーボン株式会社 山形県 p.71

52 オデッサ・テクノス株式会社 宮城県 p.39 116 株式会社東北バイオマス技研 山形県 p.71

56 有限会社ケイ・ビー・エル営繕センター 宮城県 p.41 118 日本地下水開発株式会社 山形県 p.72

57 株式会社郷機械鋼業 宮城県 p.42 119 ハイウッド株式会社 山形県 p.73

58 株式会社サイコー 宮城県 p.42 120 バイオマス&サーマルリサイクル事業株式会社 山形県 p.73

60 三丸化学株式会社 宮城県 p.43 122 前田製管株式会社 山形県 p.74

62 株式会社ジェー・エー・シー 宮城県 p.44 123 株式会社マルサ建業 山形県 p.75

63 塩釜ガス株式会社 宮城県 p.45 126 株式会社森環境技術研究所 山形県 p.76

70 千葉電気管理事務所 宮城県 p.48 128 山形東亜DKK株式会社 山形県 p.77

71 株式会社ティーエス塗装技術研究所 宮城県 p.49 134 株式会社朝日ラバー 福島県 p.81

73 株式会社バイオ技研 宮城県 p.50 135 株式会社ウインドパワー 福島県 p.81

74 株式会社間組 宮城県 p.50 136 ＮＰＯ法人エイ・アール・エス 福島県 p.82

75 東スリーエス株式会社 宮城県 p.51 139 小名浜蒸溜株式会社 福島県 p.83

77 富士通株式会社　東北支社 宮城県 p.52 141 株式会社クレハ 福島県 p.84

142 株式会社クレハ環境 福島県 p.85

143 グローブイーピー株式会社 福島県 p.85

145 郡山チップ工業株式会社 福島県 p.86

146 有限会社小林自工 福島県 p.87

147 株式会社コンド電機 福島県 p.87

151 有限会社住環境設計室 福島県 p.89

154 株式会社大和地質研究所 福島県 p.91

156 株式会社龍森　郡山工場 福島県 p.92

157 東京化成工業株式会社 福島県 p.92

158 東洋システム株式会社 福島県 p.93

159 ニチラク機械株式会社　福島工場 福島県 p.93

162 日曹金属化学株式会社　会津工場 福島県 p.95

164 日本精測株式会社 福島県 p.96

167 双葉物産合資会社 福島県 p.97

168 株式会社フミン 福島県 p.98

169 マクタアメニティ株式会社 福島県 p.98

170 株式会社室井畳店装飾センター 福島県 p.99

171 株式会社有紀 福島県 p.99

４．環境分野別インデックス

環境汚染防止環境汚染防止
当該分野参入企業 82社

当該分野に参入意向のある企業 ９社
No 企業名 地域 掲載ページ

17 株式会社青森テクニ 青森県 p.22

19 株式会社三浦組 青森県 p.23

40 長尾工業株式会社　岩手営業所 岩手県 p.33

79 新東北化学工業株式会社 宮城県 p.53

82 土木地質株式会社 宮城県 p.54

83 株式会社登米精巧 宮城県 p.55

130 株式会社ディバイテック 山形県 p.78

133 株式会社最上川環境技術研究所 山形県 p.80

177 有限会社福島研磨材商会 福島県 p.102
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No 企業名 地域 掲載ページ No 企業名 地域 掲載ページ

1 有限会社ＵＮＯ 青森県 p.14 85 株式会社アイセス 秋田県 p.56

2 エイト技術株式会社 青森県 p.14 87 株式会社秋田今野商店 秋田県 p.57

3 県南環境保全センター株式会社 青森県 p.15 88 有限会社飯村造園技術 秋田県 p.57

5 五所川原ガス株式会社 青森県 p.16 89 株式会社ウッディさんない 秋田県 p.58

6 山王林産有限会社 青森県 p.16 90 エコシステム小坂株式会社 秋田県 p.58

7 ＮＰＯ法人循環型社会創造ネットワーク（ＣＲＯＳＳ） 青森県 p.17 93 株式会社エコリサイクル 秋田県 p.60

8 株式会社設備技研オサナイ 青森県 p.17 95 株式会社大日向 秋田県 p.61

12 東北自動車株式会社 青森県 p.19 96 株式会社キャッツ電子設計 秋田県 p.61

13 有限会社ナリデン 青森県 p.20 97 有限会社クリーンカンパニー 秋田県 p.62

15 株式会社プラムエコプロジェクト 青森県 p.21 99 小林工業株式会社 秋田県 p.63

16 株式会社リビエラ 青森県 p.21 102 株式会社太平商事 秋田県 p.64

21 株式会社アイメタルテクノロジー　北上生産部門 岩手県 p.24 104 北秋容器株式会社 秋田県 p.65

22 石村工業株式会社 岩手県 p.24 109 株式会社樹建築工房 山形県 p.68

23 株式会社インターセントラル 岩手県 p.25 110 株式会社 イワテック 山形県 p.68

26 有限会社北岩手衛生センター 岩手県 p.26 111 株式会社エムエスデー 山形県 p.69

29 株式会社佐原 岩手県 p.28 112 ＮＰＯ法人北日本木材資源リサイクル協会 山形県 p.69

32 ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県 p.29 113 株式会社サン技研 山形県 p.70

33 ニットーハイ株式会社　東北事業所 岩手県 p.30 115 東北カーボン株式会社 山形県 p.71

34 有限会社花巻酵素 岩手県 p.30 116 株式会社東北バイオマス技研 山形県 p.71

41 株式会社アースクリーン東北 宮城県 p.34 117 株式会社ナガセ 山形県 p.72

43 アイシステム株式会社 宮城県 p.35 118 日本地下水開発株式会社 山形県 p.72

44 アジア航測株式会社　仙台支店 宮城県 p.35 120 バイオマス&サーマルリサイクル事業株式会社 山形県 p.73

45 イートス株式会社 宮城県 p.36 125 株式会社モス山形 山形県 p.76

49 ＮＥＣトーキン株式会社 宮城県 p.38 127 やまがたグリーンパワー株式会社 山形県 p.77

50 株式会社エヌ・エフ・ジー 宮城県 p.38 134 株式会社朝日ラバー 福島県 p.81

55 北上電設工業株式会社 宮城県 p.41 135 株式会社ウインドパワー 福島県 p.81

56 有限会社ケイ・ビー・エル営繕センター 宮城県 p.41 137 有限会社エイチ・エス・エレクトリック 福島県 p.82

61 株式会社三洋工業東北システム 宮城県 p.44 139 小名浜蒸溜株式会社 福島県 p.83

62 株式会社ジェー・エー・シー 宮城県 p.44 140 株式会社蔭山工務店 福島県 p.84

63 塩釜ガス株式会社 宮城県 p.45 141 株式会社クレハ 福島県 p.84

65 株式会社伸電 宮城県 p.46 142 株式会社クレハ環境 福島県 p.85

66 西北プライウッド株式会社 宮城県 p.46 145 郡山チップ工業株式会社 福島県 p.86

69 株式会社タッグ 宮城県 p.48 146 有限会社小林自工 福島県 p.87

70 千葉電気管理事務所 宮城県 p.48 147 株式会社コンド電機 福島県 p.87

71 株式会社ティーエス塗装技術研究所 宮城県 p.49 150 三洋テクニカルサービス株式会社 福島県 p.89

77 富士通株式会社　東北支社 宮城県 p.52 151 有限会社住環境設計室 福島県 p.89

78 株式会社隆昇工業 宮城県 p.52 153 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ｉＥ－Ｍ．Ｏ．Ｎ． 福島県 p.90

156 株式会社龍森　郡山工場 福島県 p.92

157 東京化成工業株式会社 福島県 p.92

158 東洋システム株式会社 福島県 p.93

159 ニチラク機械株式会社　福島工場 福島県 p.93

161 日特エンジニアリング株式会社　福島工場 福島県 p.94

162 日曹金属化学株式会社　会津工場 福島県 p.95

163 日本伸管株式会社　白河工場 福島県 p.95

164 日本精測株式会社 福島県 p.96

166 株式会社福島情報処理センター 福島県 p.97

167 双葉物産合資会社 福島県 p.97

168 株式会社フミン 福島県 p.98

169 マクタアメニティ株式会社 福島県 p.98

171 株式会社有紀 福島県 p.99

温暖化対策温暖化対策
当該分野参入企業 85社

当該分野に参入意向のある企業 16社
No 企業名 地域 掲載ページ

17 株式会社青森テクニ 青森県 p.22

18 張山電氣株式会社 青森県 p.22

38 有限会社エボテック 岩手県 p.32

39 株式会社ドリームラボ 岩手県 p.33

40 長尾工業株式会社　岩手営業所 岩手県 p.33

81 デジタルパウダー株式会社 宮城県 p.54

83 株式会社登米精巧 宮城県 p.55

108 株式会社アルテ 秋田県 p.67

131 株式会社高橋型精 山形県 p.79

133 株式会社最上川環境技術研究所 山形県 p.80

172 石橋工業株式会社 福島県 p.100

174 相馬ガス株式会社 福島県 p.101

175 高野精器有限会社 福島県 p.101

176 有限会社テクノサンショウ 福島県 p.102

178 冨士ダイス株式会社 福島県 p.103

179 有限会社フロンティア・オンライン 福島県 p.103
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No 企業名 地域 掲載ページ

17 株式会社青森テクニ 青森県 p.22

19 株式会社三浦組 青森県 p.23

20 みちのく興業株式会社 青森県 p.23

39 株式会社ドリームラボ 岩手県 p.33

40 長尾工業株式会社　岩手営業所 岩手県 p.33

80 仙北木工株式会社 宮城県 p.53

82 土木地質株式会社 宮城県 p.54

84 株式会社富士防災 宮城県 p.55

108 株式会社アルテ 秋田県 p.67

131 株式会社高橋型精 山形県 p.79

133 株式会社最上川環境技術研究所 山形県 p.80

173 有限会社シップス 福島県 p.100

175 高野精器有限会社 福島県 p.101

176 有限会社テクノサンショウ 福島県 p.102

177 有限会社福島研磨材商会 福島県 p.102

178 冨士ダイス株式会社 福島県 p.103

180 株式会社ユーアイヅ 福島県 p.104

資源有効利用資源有効利用
当該分野参入企業 108社

No 企業名 地域 掲載ページ No 企業名 地域 掲載ページ

2 エイト技術株式会社 青森県 p.14 86 秋田ウッド株式会社 秋田県 p.56

3 県南環境保全センター株式会社 青森県 p.15 88 有限会社飯村造園技術 秋田県 p.57

4 株式会社国土社 青森県 p.15 90 エコシステム小坂株式会社 秋田県 p.58

6 山王林産有限会社 青森県 p.16 91 エコシステム秋田株式会社 秋田県 p.59

7 ＮＰＯ法人循環型社会創造ネットワーク（ＣＲＯＳＳ） 青森県 p.17 92 エコシステム花岡株式会社 秋田県 p.59

8 株式会社設備技研オサナイ 青森県 p.17 93 株式会社エコリサイクル 秋田県 p.60

9 大平洋金属株式会社 青森県 p.18 94 有限会社エス・テー・シー 秋田県 p.60

10 ディー・アンド・ピー都市開発株式会社 青森県 p.18 95 株式会社大日向 秋田県 p.61

11 東京鉄鋼株式会社 青森県 p.19 97 有限会社クリーンカンパニー 秋田県 p.62

12 東北自動車株式会社 青森県 p.19 98 小坂製錬株式会社 秋田県 p.62

14 八戸製錬株式会社 青森県 p.20 100 株式会社セーコン 秋田県 p.63

15 株式会社プラムエコプロジェクト 青森県 p.21 102 株式会社太平商事 秋田県 p.64

21 株式会社アイメタルテクノロジー　北上生産部門 岩手県 p.24 103 株式会社能代製紙 秋田県 p.65

22 石村工業株式会社 岩手県 p.24 104 北秋容器株式会社 秋田県 p.65

24 株式会社釜石電機製作所 岩手県 p.25 105 北勢工業株式会社 秋田県 p.66

25 上山製紙株式会社 岩手県 p.26 106 株式会社山二 秋田県 p.66

26 有限会社 北岩手衛生センター 岩手県 p.26 107 和賀製畳店 秋田県 p.67

27 北上製紙株式会社 岩手県 p.27 109 株式会社樹建築工房 山形県 p.68

28 キタダ株式会社 岩手県 p.27 110 株式会社 イワテック 山形県 p.68

30 有限会社東北オイルサービス 岩手県 p.28 111 株式会社エムエスデー 山形県 p.69

31 南部屋産業株式会社 岩手県 p.29 112 ＮＰＯ法人北日本木材資源リサイクル協会 山形県 p.69

32 ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県 p.29 114 株式会社丹野 山形県 p.70

33 ニットーハイ株式会社　東北事業所 岩手県 p.30 115 東北カーボン株式会社 山形県 p.71

34 有限会社花巻酵素 岩手県 p.30 119 ハイウッド株式会社 山形県 p.73

35 株式会社ベアレン醸造所 岩手県 p.31 120 バイオマス&サーマルリサイクル事業株式会社 山形県 p.73

36 協同組合マリンテック釜石 岩手県 p.31 121 穂積繊維工業株式会社 山形県 p.74

37 有限会社ラナシステム 岩手県 p.32 122 前田製管株式会社 山形県 p.74

41 株式会社アースクリーン東北 宮城県 p.34 123 株式会社マルサ建業 山形県 p.75

42 株式会社ＲＤＶシステムズ 宮城県 p.34 124 株式会社最上機工 山形県 p.75

44 アジア航測株式会社　仙台支店 宮城県 p.35 126 株式会社森環境技術研究所 山形県 p.76

46 株式会社一ノ蔵 宮城県 p.36 127 やまがたグリーンパワー株式会社 山形県 p.77

51 株式会社オガワエコノス 宮城県 p.39 129 株式会社ヨコタ東北 山形県 p.78

52 オデッサ・テクノス株式会社 宮城県 p.39 134 株式会社朝日ラバー 福島県 p.81

57 郷機械鋼業株式会社 宮城県 p.42 138 株式会社エコライフ福島 福島県 p.83

58 株式会社サイコー 宮城県 p.42 139 小名浜蒸溜株式会社 福島県 p.83

59 株式会社佐藤金属 宮城県 p.43 141 株式会社クレハ 福島県 p.84

60 三丸化学株式会社 宮城県 p.43 142 株式会社クレハ環境 福島県 p.85

62 株式会社ジェー・エー・シー 宮城県 p,.44 144 株式会社光大産業 福島県 p.86

64 新港リサイクル株式会社 宮城県 p.45 146 有限会社小林自工 福島県 p.87

66 西北プライウッド株式会社 宮城県 p.46 147 株式会社コンド電機 福島県 p.87

67 有限会社千田清掃 宮城県 p.47 148 ＮＰＯ法人ザ・ピープル 福島県 p.88

68 大宝工業株式会社　モールドカンパニー仙台工場 宮城県 p.47 149 株式会社サンブレス 福島県 p.88

70 千葉電気管理事務所 宮城県 p.48 150 三洋テクニカルサービス株式会社 福島県 p.89

71 株式会社ティーエス塗装技術研究所 宮城県 p.49 151 有限会社住環境設計室 福島県 p.89

72 東北興商株式会社 宮城県 p.49 152 常光サービス株式会社 福島県 p.90

73 株式会社バイオ技研 宮城県 p.50 153 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ｉＥ－Ｍ．Ｏ．Ｎ． 福島県 p.90

74 株式会社間組 宮城県 p.50 155 株式会社高良 福島県 p.91

76 東日本リサイクルシステムズ株式会社 宮城県 p.51 156 株式会社龍森 郡山工場 福島県 p.92

77 富士通株式会社　東北支社 宮城県 p.52 157 東京化成工業株式会社 福島県 p.92

78 株式会社隆昇工業 宮城県 p.52 159 ニチラク機械株式会社　福島工場 福島県 p.93

160 日化新菱株式会社 福島県 p.94

162 日曹金属化学株式会社　会津工場 福島県 p.95

163 日本伸管株式会社　白河工場 福島県 p.95

165 株式会社フクシマエコテック 福島県 p.96

167 双葉物産合資会社 福島県 p.97

169 マクタアメニティ株式会社 福島県 p.98

170 株式会社室井畳店装飾センター 福島県 p.99

171 株式会社有紀 福島県 p.99

当該分野に参入意向のある企業 17社
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当該分野参入企業 16社

その他（環境分野）その他（環境分野）

No 企業名 地域 掲載ページ No 企業名 地域 掲載ページ

16 株式会社リビエラ 青森県 p.21 132 マイクロトモグラフィー株式会社 山形県 p.79

53 加美電子工業株式会社 宮城県 p.40

54 ＮＰＯ法人環境会議所東北 宮城県 p.40

56 有限会社ケイ・ビー・エル営繕センター 宮城県 p.41

65 株式会社伸電 宮城県 p.46

67 有限会社千田清掃 宮城県 p.47

75 東スリーエス株式会社 宮城県 p.51

99 小林工業株式会社 秋田県 p.63

100 株式会社セーコン 秋田県 p.63

101 有限会社澤田商事 秋田県 p.64

116 株式会社東北バイオマス技研 山形県 p.71

123 株式会社マルサ建業 山形県 p.75

135 株式会社ウインドパワー 福島県 p.81

136 ＮＰＯ法人エイ・アール・エス 福島県 p.82

149 株式会社サンブレス 福島県 p.88

164 日本精測株式会社 福島県 p.96

当該分野に参入意向のある企業 1社




