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間伐材、チップ、ペレット、薪等の木質燃料を電気を
使用せず煙突の通風力のみで効率燃焼、長時間燃焼し、
石油暖房機に替り低燃費でCO2削減にも寄与する暖

房機です。ビニールハウス用や家庭用等、用途や燃料
に合わせてラインアップしております。間伐材の燃料

利用としての供給システムを構築することにより、森
林保護にも役立つ製品でもあります。

石村工業 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

ペレット薪兼用ストーブ
ビニールハウス用チップストーブ
ビニールハウス用長時間燃焼強力薪ストーブ
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ペレット・薪兼用ストーブ

ビニールハウス用

チップ・薪兼用暖房機

丸太

チップ

ペレット

薪

長時間燃焼

強力薪ストーブ

代表者 石村 眞一 住所 釜石市大平町4丁目2-1
資本金（千円） 20,000 電話番号 0193-22-3641
従業員数 20名 ＦＡＸ番号 0193-22-3638
売上高（千円） 150,000 ホームページ http://www.rnac.ne.jp/~ishimura/
主力製品・サービス 木質燃料ストーブ、水産用省力化機械 ＊｢石村工業｣でクリック検索
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岩手県

当社は、自動車部品を鋳物で製造しているメーカーで
す。岩手県内で片手の指に入る管理型 終処分場を
もっており、自社で使用できなくなった鋳物砂を埋め
立てています。処分場の延命を目的にして産廃低減に
取り組んでいます。またＩＳＯ１４００１も２００３
年に取得してから環境配慮型の企業を目指して取り組
んでおります。

当社は、自動車部品を鋳物で製造しているメーカーで
す。岩手県内で片手の指に入る管理型 終処分場を
もっており、自社で使用できなくなった鋳物砂を埋め
立てています。処分場の延命を目的にして産廃低減に
取り組んでいます。またＩＳＯ１４００１も２００３
年に取得してから環境配慮型の企業を目指して取り組
んでおります。

株式会社 アイメタルテクノロジー 北上生産部門

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

自社で発生し、使用できなくなった鋳物砂を自社処分
場（ 終処分場）へ埋め立てを行なっている。それ以
外は子会社での砂再生およびセメント会社へリサイク
ルとして排出している。

自社で発生し、使用できなくなった鋳物砂を自社処分
場（ 終処分場）へ埋め立てを行なっている。それ以
外は子会社での砂再生およびセメント会社へリサイク
ルとして排出している。
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㈱いすゞテクノサンドの鋳物工場

代表者 金子　圭一（北上生産部門統括） 住所 北上市和賀町後藤2-106-6
資本金（千円） 1,480,000 (本社） 茨城県土浦市北神立町4-2
従業員数 約600名（北上地区） 電話番号 0197-73-8501（代表）
売上高（千円） 21,360,000（平成20年度） ＦＡＸ番号 0197-73-8505
主力製品・サービス 自動車用・産業用エンジン部品の製造 ホームページ http://www.imetal.co.jp/
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株式会社インターセントラルは創業より研究開発に取り組み、常に時代をリードする総合空調機
器メーカーとして確かな道を歩んでまいりました。それは、電気暖房システムの可能性を追求し
広範な用途を実現してきた歩みであり、また常に理想の環境を希求し真に求められる空調システ
ムのパイオニアとしての歩みでもあります。その間、多様なニーズに対応すべく研究開発に積極
的に取り組み、海外各メーカーとの技術提携により蓄積してきたソフト、ハード両面での豊かで
確かな技術に基づき、ビル、工場用から住宅用に至るまで様々な製品群の開発と提言を続け需要
家より厚い信頼をいただき確固たる地位を築いてまいりました。時代は今、単に物質的な豊かさ
を追求するだけに留まらず、次世代への環境を含めた真の豊かさを希求、創造する時代へと移っ
てまいりました。株式会社インターセントラルは、このような社会ニーズに対応すべく輻射熱に
注目し、空調システムと融合したまったく新しい省エネルギー床冷暖房システム（セントラル
サーモ）を開発し広くご利用いただいております。

株式会社インターセントラルは創業より研究開発に取り組み、常に時代をリードする総合空調機
器メーカーとして確かな道を歩んでまいりました。それは、電気暖房システムの可能性を追求し
広範な用途を実現してきた歩みであり、また常に理想の環境を希求し真に求められる空調システ
ムのパイオニアとしての歩みでもあります。その間、多様なニーズに対応すべく研究開発に積極
的に取り組み、海外各メーカーとの技術提携により蓄積してきたソフト、ハード両面での豊かで
確かな技術に基づき、ビル、工場用から住宅用に至るまで様々な製品群の開発と提言を続け需要
家より厚い信頼をいただき確固たる地位を築いてまいりました。時代は今、単に物質的な豊かさ
を追求するだけに留まらず、次世代への環境を含めた真の豊かさを希求、創造する時代へと移っ
てまいりました。株式会社インターセントラルは、このような社会ニーズに対応すべく輻射熱に
注目し、空調システムと融合したまったく新しい省エネルギー床冷暖房システム（セントラル
サーモ）を開発し広くご利用いただいております。

株式会社 インターセントラル

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

輻射熱（遠赤外線）利用の電気暖房機の製造、ヒートポンプ冷暖房システム
機器製造、設計施工

１．遠赤外線発生省エネルギー暖房機器の製造、販売
２．電力の平行利用を目的とした深夜電力利用機器の製造、販売
３．ヒートポンプ、高効率床輻射冷暖房システムの開発、機器の製造、設計

施工
４．ヒートポンプ、高効率、快適性に優れた天井輻射冷暖房システムの開発、

機器の製造、設計施工

輻射熱（遠赤外線）利用の電気暖房機の製造、ヒートポンプ冷暖房システム
機器製造、設計施工

１．遠赤外線発生省エネルギー暖房機器の製造、販売
２．電力の平行利用を目的とした深夜電力利用機器の製造、販売
３．ヒートポンプ、高効率床輻射冷暖房システムの開発、機器の製造、設計

施工
４．ヒートポンプ、高効率、快適性に優れた天井輻射冷暖房システムの開発、

機器の製造、設計施工
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自然対流方式電気温水暖房機 インターサーモＮＢＨＡシリーズ

ファン付き強制放熱方式サンレッジＡＸシリーズ

代表者 西野　宗武　 住所 岩手郡滝沢村滝沢字木賊川417-1
資本金（千円） 153,750 電話番号 019-688-1031
従業員数 88名 ＦＡＸ番号 019-688-1030
売上高（千円） 2,413,168 ホームページ http://www.i-central.co.jp
主力製品・サービス 電気暖房機、ヒートポンプ冷暖房システム機器

有害物質が紫外線に照射された酸化チタンに触れると有害物質、
即ち悪臭、菌、ウイルス、カビなどが消臭され、菌、ウイルスが
不活性になるという光触媒の機能の技術開発に取組んできました。
溶射技術を用いて、酸化チタンを直接コーティングすることによ
り、酸化チタンと有害物質との接触面積が大きくなり、高い光触
媒効果を得ることに成功しました。デリケートな体質の子牛が罹
病せず健康で丈夫に成育している結果が示すとおり、施設や学校
の生活環境改善をはじめ作業環境改善に適する装置となっており
ます。

有害物質が紫外線に照射された酸化チタンに触れると有害物質、
即ち悪臭、菌、ウイルス、カビなどが消臭され、菌、ウイルスが
不活性になるという光触媒の機能の技術開発に取組んできました。
溶射技術を用いて、酸化チタンを直接コーティングすることによ
り、酸化チタンと有害物質との接触面積が大きくなり、高い光触
媒効果を得ることに成功しました。デリケートな体質の子牛が罹
病せず健康で丈夫に成育している結果が示すとおり、施設や学校
の生活環境改善をはじめ作業環境改善に適する装置となっており
ます。

株式会社 釜石電機製作所

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

光触媒の機能が も高い酸化チタンを溶射技術を使ってコー
ティングする方法を岩手県工業技術センターと共同で開発し
特許取得した。この技術の 大の特徴は、酸化チタンそのも
のが表面に露出してコーティングできたことである。この技
術を使って製品化を図り、光触媒システム「サンアールエコ
クリーン」の製作販売を行っている。

光触媒の機能が も高い酸化チタンを溶射技術を使ってコー
ティングする方法を岩手県工業技術センターと共同で開発し
特許取得した。この技術の 大の特徴は、酸化チタンそのも
のが表面に露出してコーティングできたことである。この技
術を使って製品化を図り、光触媒システム「サンアールエコ
クリーン」の製作販売を行っている。
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据え置き型光触媒システム

光触媒システム

代表者 佐藤　一彦 住所 釜石市甲子町第9地割171-4
資本金（千円） 20,000 電話番号 0193-21-1751
従業員数 20名 ＦＡＸ番号 0193-21-1752
売上高（千円） 180,000 ホームページ http://www.e-kamaden.cojp.pc
主力製品・サービス 光触媒装置の製作販売、電気機器・設備のメンテナンス

岩手県
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当社は地域の環境衛生保全のため一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業務を各種汚水処理施設の保守管理及
び汚泥引き抜き清掃業務、排水管の高圧汚浄清掃や一般家庭のトイレつまり等修理業務、仮設トイレのリース
及び販売と環境衛生全般の保全の為業務活動を実施しています。

有限会社北岩手衛生センター

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

ー
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環境ビジネス概要

PRポイント

代表者 釜田 昭彦 住所 八幡平市大更第1地割238-10
資本金（千円） 3,000 電話番号 0195-76-2736
従業員数 11名 ＦＡＸ番号 0195-75-0525
売上高（千円） 156,000 ホームページ ‐
主力製品・サービス 一般廃棄物処理運搬業、産業廃棄物処理運搬業
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当社は、早くから古紙のリサイクルに注目し、古紙パ
ルプ100％の再生紙トイレットペーパー及びちり紙を製

造・販売しております。

当社は、早くから古紙のリサイクルに注目し、古紙パ
ルプ100％の再生紙トイレットペーパー及びちり紙を製

造・販売しております。

上山製紙 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

古紙パルプを原料にトイレットペーパー及びちり紙の
製造・販売をしています。

古紙パルプを原料にトイレットペーパー及びちり紙の
製造・販売をしています。
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古紙からつくられるトイレットペーパー

代表者 菅原　寿基 住所 一関市千厩町千厩字町浦75
資本金（千円） 10,000 電話番号 0191-53-2166
従業員数 104名 ＦＡＸ番号 0191-52-3229
売上高（千円） ‐ ホームページ www.kpaper .co.jp
主力製品・サービス トイレットペーパー

岩手県
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原料の９５％以上が回収古紙で、新聞紙、段ボール、
雑誌、包装紙、菓子箱等あらゆる古紙の再利用をして
います。また、循環型社会の構築を促進するために、
「オフィス古紙回収システム」、「機密書類リサイク
ルシステム」を運用しております。

原料の９５％以上が回収古紙で、新聞紙、段ボール、
雑誌、包装紙、菓子箱等あらゆる古紙の再利用をして
います。また、循環型社会の構築を促進するために、
「オフィス古紙回収システム」、「機密書類リサイク
ルシステム」を運用しております。

北上製紙 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

当社は、昭和２３年１１月に操業を開始し、当時は、
包装紙を製造。現在は、段ボール原紙、新聞用紙、紙
ひも、高白色印刷用紙等を製造販売しております。

当社は、昭和２３年１１月に操業を開始し、当時は、
包装紙を製造。現在は、段ボール原紙、新聞用紙、紙
ひも、高白色印刷用紙等を製造販売しております。
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写真の説明

古紙リサイクルの流れ

代表者 大田　雅彦 住所 一関市旭町10-1
資本金（千円） 300,000 電話番号 0191-23-3366
従業員数 86名 ＦＡＸ番号 0191-23-6192
売上高（千円） 6,427,000 ホームページ http://kitakami-p.jp/
主力製品・サービス 段ボール原紙、新聞用紙

当社の通学カバンは、グリーン購入対象製品です。ま
た、素材に厚織生地を使用しているので強くて丈夫で、
驚くほど軽くなっており、特殊反射布ユニチカを使用
することにより従来の5倍の反射効果があります。当社
の通学カバンは、（財）日本環境協会で通学カバンと
しては日本で初の、唯一のエコマーク認定品となって
います。

当社の通学カバンは、グリーン購入対象製品です。ま
た、素材に厚織生地を使用しているので強くて丈夫で、
驚くほど軽くなっており、特殊反射布ユニチカを使用
することにより従来の5倍の反射効果があります。当社
の通学カバンは、（財）日本環境協会で通学カバンと
しては日本で初の、唯一のエコマーク認定品となって
います。

キタダ 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

当社では、大手繊維メーカーが開発した使用済みペットボ
トルから開発された再生繊維を原料にベトナムで小中高用
の学生カバンを生産し、日本国内で販売しています。
子供たちのカバンの生産を通して、資源循環型社会に貢献
します。

当社では、大手繊維メーカーが開発した使用済みペットボ
トルから開発された再生繊維を原料にベトナムで小中高用
の学生カバンを生産し、日本国内で販売しています。
子供たちのカバンの生産を通して、資源循環型社会に貢献
します。
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エコロジー・スクールバッグ

通学カバンでは日本初・唯一のエコマーク認定商品

代表者 北田　正彦 住所 盛岡市南大通1-10-24
資本金（千円） 4,600 電話番号 019-651-2225
従業員数 13名 ＦＡＸ番号 019-625-2377
売上高（千円） 400,000 ホームページ http://www.m-kitada.co.jp/
主力製品・サービス スクールカバン、袋物、ギフト用品製造販売
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当社は、住宅用アルミサッシの給気口(給気ブレス)を開
発し、サッシメーカーへOEM供給をしており、その
シェアは約70%を占めます。高気密住宅における換気
の重要性を訴求しながら既製換気システムの電気代を
50%削減するシステムを提案しています。又、自然エ

ネルギーを利用した温度感知・雨感知・熱感知等電力
を使用しないエコ技術の開発にも力を注いでいます。

当社は、住宅用アルミサッシの給気口(給気ブレス)を開
発し、サッシメーカーへOEM供給をしており、その
シェアは約70%を占めます。高気密住宅における換気
の重要性を訴求しながら既製換気システムの電気代を
50%削減するシステムを提案しています。又、自然エ

ネルギーを利用した温度感知・雨感知・熱感知等電力
を使用しないエコ技術の開発にも力を注いでいます。

株式会社 佐原

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

高気密化している住宅の長寿命化と居住者の健康維持
増進のために、アルミサッシ専用の換気部材の開発を
行い全サッシメーカーへOEM供給。又、自然換気装置
を通して、電力を一切使用しないエコ技術の開発普及
につとめている。

高気密化している住宅の長寿命化と居住者の健康維持
増進のために、アルミサッシ専用の換気部材の開発を
行い全サッシメーカーへOEM供給。又、自然換気装置
を通して、電力を一切使用しないエコ技術の開発普及
につとめている。
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ＳＭＡサーマルアクチュエータ（自然エネルギーによる温度感知）

住宅用サッシ窓に取り付けるフィルター付き給気ブレス

代表者 佐原　芳樹 住所 一関市赤荻亀田143番地
資本金（千円） 30,000 電話番号 0191-33-1111
従業員数 220名 ＦＡＸ番号 0191-33-1234
売上高（千円） 2,600,000 ホームページ http://sahara-s.co.jp/
主力製品・サービス 住宅用第三種換気システムサッシ換気口（ブレス）

当社は、廃油より再生処理をした再生重油及び、重油
とブレンドしました再生ブレンド重油等、皆様方のエ
ネルギーのコストダウンに貢献しております。その他
にも、産業廃棄物全般に亘りリサイクルに協力してお
ります。

当社は、廃油より再生処理をした再生重油及び、重油
とブレンドしました再生ブレンド重油等、皆様方のエ
ネルギーのコストダウンに貢献しております。その他
にも、産業廃棄物全般に亘りリサイクルに協力してお
ります。

有限会社 東北オイルサービス

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

１．産業廃棄物の収集運搬及び中間処理
２．産業廃棄物のリサイクル業

１．産業廃棄物の収集運搬及び中間処理
２．産業廃棄物のリサイクル業

Ｎｏ．30

企
業
情
報

企
業
情
報

環境ビジネス概要
環境ビジネス概要

PRポイント
PRポイント

廃油リサイクルフロー

代表者 熊谷　祐治 住所 岩手郡雫石町西安庭15-54-6
資本金（千円） 3,500 電話番号 019-692-1125
従業員数 9名 ＦＡＸ番号 019-692-1119
売上高（千円） 151,000 ホームページ http://touhoku-oil.ftw.jp
主力製品・サービス 産業廃棄物処理業
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当社で発生する排棄物、引宵、端材を引宵は直接圧縮
回型化、端材は化粧面をけずり芯材として再使用、細
かくなりすぎ芯材として使用できないものを粉砕圧縮

固型化する。すなわちリデュース、リユース、リサイ
クルしてゼロエミッションを図る。平成２１年度、い
わてゼロエミッション認定企業となっている。

当社で発生する排棄物、引宵、端材を引宵は直接圧縮
回型化、端材は化粧面をけずり芯材として再使用、細
かくなりすぎ芯材として使用できないものを粉砕圧縮
固型化する。すなわちリデュース、リユース、リサイ

クルしてゼロエミッションを図る。平成２１年度、い
わてゼロエミッション認定企業となっている。

南部屋産業 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

木工所として排出される引宵、端材を粉砕圧縮固型化

して再生木質燃料とする。これを“エコボール”とし
て商標登録している。

木工所として排出される引宵、端材を粉砕圧縮固型化

して再生木質燃料とする。これを“エコボール”とし
て商標登録している。
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本社工場の様子

代表者 小笠原　正年 住所 上閉伊郡大槌町小鎚22-31-1
資本金（千円） 10,000 電話番号 0193-42-8187
従業員数 20名 ＦＡＸ番号 0193-42-8197
売上高（千円） 190,000 ホームページ ‐
主力製品・サービス マンションの収納部材の製造販売

東北6県の収集運搬許可を持ち、自社工場では、貴金属
をはじめ、ＯＡ機器等の手解体や歯科石こうの再資源
化などの完全リサイクルを実現しています。収集運搬
部門では環境配慮と安全第一をモットーとし、自動車
運送業の認可を受け、ＧＰＳ搭載車両の環境ガードシ
ステムを活用した機密書類及び廃棄物の追跡システム
を確立しています。

東北6県の収集運搬許可を持ち、自社工場では、貴金属
をはじめ、ＯＡ機器等の手解体や歯科石こうの再資源
化などの完全リサイクルを実現しています。収集運搬
部門では環境配慮と安全第一をモットーとし、自動車
運送業の認可を受け、ＧＰＳ搭載車両の環境ガードシ
ステムを活用した機密書類及び廃棄物の追跡システム
を確立しています。

ニッコー・ファインメック株式会社

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

①機密書類リサイクル：２００５年３月
ＧＰＳと暗証施錠、車載カメラで監視しながら安全に機密書類を運搬し、製紙工場で溶解することにより
再 生紙化されます。

②廃プラスチック・廃液のリサイクル：２００３年４月
廃プラスチックはセメント工場の熱原料とされ、当社で中間処理された廃液は熱カロリーの調整用水とし
て使用されています。

③ＯＡ機器の手解体による完全リサイクル：２００９年４月
ＯＡ機器のみならず、素材混合の機械類を解体分別することにより、マテリアルリサイクル率を上げてい
ます。

④歯科石こうの完全リサイクル：２００９年９月
歯科石こうのほとんどが焼却埋立処分されていたものを、排出者の分別協力により当社で中間処理後、

セント工場でセメント原料として再利用されます。

①機密書類リサイクル：２００５年３月
ＧＰＳと暗証施錠、車載カメラで監視しながら安全に機密書類を運搬し、製紙工場で溶解することにより
再 生紙化されます。

②廃プラスチック・廃液のリサイクル：２００３年４月
廃プラスチックはセメント工場の熱原料とされ、当社で中間処理された廃液は熱カロリーの調整用水とし
て使用されています。

③ＯＡ機器の手解体による完全リサイクル：２００９年４月
ＯＡ機器のみならず、素材混合の機械類を解体分別することにより、マテリアルリサイクル率を上げてい
ます。

④歯科石こうの完全リサイクル：２００９年９月
歯科石こうのほとんどが焼却埋立処分されていたものを、排出者の分別協力により当社で中間処理後、

セント工場でセメント原料として再利用されます。
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代表者 小野寺　司 住所 一関市千厩町奥玉字天ケ森７５－６
資本金（千円） 10,000 電話番号 0191-56-2601
従業員数 54名 ＦＡＸ番号 0191-56-2619
売上高（千円） 111,000 ホームページ http://www.nikkofm.co.jp/index.html
主力製品・サービス 貴金属地金（産業物処理、リサイクル業）

廃棄物情報事前通知システム
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幣社は１９８０年代半ばより環境に関連する仕事をし
てきました。ごみ処理及び焼却施設の制御システムや、
ダイオキシン対策、ごみの真空輸送等の制御システム
で社会に貢献してきました。 近ではエコに関する仕
事も出てきて、バイオマスの分野にも貢献できたら良
いと考えています。

幣社は１９８０年代半ばより環境に関連する仕事をし
てきました。ごみ処理及び焼却施設の制御システムや、
ダイオキシン対策、ごみの真空輸送等の制御システム
で社会に貢献してきました。 近ではエコに関する仕
事も出てきて、バイオマスの分野にも貢献できたら良
いと考えています。

ニットーハイ 株式会社 東北事業所

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

プラント設備用および建築電気設備用プラント設備制
御システム、中央運転監視システム、キュービクル受
変電設備、配電盤、分電盤、動力制御盤、ＰＣ制御盤、
継電器盤、監視盤、操作盤、計装盤、端子盤、各種電
子機器のエンジニアリング、保守サービス。

プラント設備用および建築電気設備用プラント設備制
御システム、中央運転監視システム、キュービクル受
変電設備、配電盤、分電盤、動力制御盤、ＰＣ制御盤、
継電器盤、監視盤、操作盤、計装盤、端子盤、各種電
子機器のエンジニアリング、保守サービス。
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会社外観

内部

代表者 千葉　正清 住所 一関市真柴字枛の木立43-23
資本金（千円） 10,000 電話番号 0191-31-5581
従業員数 19名 ＦＡＸ番号 0191-31-5585
売上高（千円） ‐ ホームページ www.nitto-high.co.jp
主力製品・サービス 消防設備点検、建築物の定期調査

当社は、発酵有機肥料を専門に製造しており発酵技術
は創業40年の実績を持っております。有機農業にかか

せない有機肥料の安全性を常に考え、化学肥料並みの
使いやすさを独自発酵技術で実現させてきました。専
業農家から家庭菜園まで使える安心安全な有機肥料、
有機J AS規格適合製品の供給が当社の使命です。

当社は、発酵有機肥料を専門に製造しており発酵技術
は創業40年の実績を持っております。有機農業にかか

せない有機肥料の安全性を常に考え、化学肥料並みの
使いやすさを独自発酵技術で実現させてきました。専
業農家から家庭菜園まで使える安心安全な有機肥料、
有機J AS規格適合製品の供給が当社の使命です。

有限会社 花巻酵素

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

有機質系の魚粉、米糖、オカラ、カニガラ等と無機質系の貝化石
肥料、粉炭等を原料とし麹菌ほか多種の菌による当社独自の発酵
技術で畑用・水稲用の発酵有機肥料(ボカシ肥)を製造。同様に貝
化石肥料を主原料に発酵処理し堆肥や土壌を発酵させる資材(農
業用微生物資材)を製造。またダイズ粕、自然土を主原料に発酵
処理した水稲用有機培土を製造。※当社では全て農林水産省の有
機J AS規格に適合する原料だけで製造しております。

有機質系の魚粉、米糖、オカラ、カニガラ等と無機質系の貝化石
肥料、粉炭等を原料とし麹菌ほか多種の菌による当社独自の発酵
技術で畑用・水稲用の発酵有機肥料(ボカシ肥)を製造。同様に貝
化石肥料を主原料に発酵処理し堆肥や土壌を発酵させる資材(農
業用微生物資材)を製造。またダイズ粕、自然土を主原料に発酵
処理した水稲用有機培土を製造。※当社では全て農林水産省の有
機J AS規格に適合する原料だけで製造しております。
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有機肥料「ユキバー畑用」

総合微生物資材「ライズ」

代表者 佐藤　一郎 住所 花巻市天下田48-4
資本金（千円） 3,300 電話番号 0198-24-6521
従業員数 1名 ＦＡＸ番号 0198-24-2528
売上高（千円） 15,000 ホームページ http://www.hana-ko.co.jp/
主力製品・サービス ユキパー（発酵有機肥料、ボカシ肥）、ライズ（農業用微生物資材）、水稲有機育苗培土
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小さい会社ですが、できるところから取り組もうと、
創業時より空ビンの回収、リュースに取り組んできま
した。インターネットでの販売が全体の半分を占めま
すが、この分についても送料着払いで空ビンの回収を
進めています。これらの取り組みが評価され、２００
８年楽天市場ショップオブザイヤーＣＳＲ賞を受賞し
ました。

小さい会社ですが、できるところから取り組もうと、
創業時より空ビンの回収、リュースに取り組んできま
した。インターネットでの販売が全体の半分を占めま
すが、この分についても送料着払いで空ビンの回収を
進めています。これらの取り組みが評価され、２００
８年楽天市場ショップオブザイヤーＣＳＲ賞を受賞し
ました。

株式会社 ベアレン醸造所

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

回収した空ビンを洗浄してリュースしたビンを使用し
た製品化。またイベントの際も、ゴミの出ないリュー
ス食器、カップを使用。

回収した空ビンを洗浄してリュースしたビンを使用し
た製品化。またイベントの際も、ゴミの出ないリュー
ス食器、カップを使用。
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本社社屋

ベアレン・ロゴマーク

代表者 木村　剛 住所 盛岡市北山1-3-31
資本金（千円） 18,750 電話番号 019-606-0766
従業員数 17名 ＦＡＸ番号 019-626-0201
売上高（千円） 200,000 ホームページ www.baerenbiar.com
主力製品・サービス ビール

当組合は、岩手県・釜石市に本社・工場を構え、地域
密着・地域貢献を基本姿勢とし、三陸の新鮮な海洋系
未利用資源を活用し、大学の研究室や地元の漁業事業
者・水産加工業者と連携しながら、水産系資源のリサ
イクル事業を行ってきました。今後も安全でかつ高度
な抽出加工精製技術を駆使し、機能性健康食品の原料
を皆様に提供していきたいと考えております。

当組合は、岩手県・釜石市に本社・工場を構え、地域
密着・地域貢献を基本姿勢とし、三陸の新鮮な海洋系
未利用資源を活用し、大学の研究室や地元の漁業事業
者・水産加工業者と連携しながら、水産系資源のリサ
イクル事業を行ってきました。今後も安全でかつ高度
な抽出加工精製技術を駆使し、機能性健康食品の原料
を皆様に提供していきたいと考えております。

協同組合 マリンテック釜石

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

廃棄処分されていた三陸沿岸で発生する水産系廃棄物や未
利用資源（鮭の頭部、ワカメ煮汁等）等の自然素材を利用
し、健康に良いと言われているアミノ酸や有効的な機能性
成分を自社独自のバイオ技術を駆使して水産系機能性食品
素材などにリサイクルすることにより、水産系廃棄物の不
適正処理を阻止するとともに海域への負荷を軽減する資源
循環型システムを構築する事業に取組んでおります。

廃棄処分されていた三陸沿岸で発生する水産系廃棄物や未
利用資源（鮭の頭部、ワカメ煮汁等）等の自然素材を利用
し、健康に良いと言われているアミノ酸や有効的な機能性
成分を自社独自のバイオ技術を駆使して水産系機能性食品
素材などにリサイクルすることにより、水産系廃棄物の不
適正処理を阻止するとともに海域への負荷を軽減する資源
循環型システムを構築する事業に取組んでおります。
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マリンテック釜石工場

水産系資源からバイオ技術を駆使して精製された機能
性健康食品向け原料

代表者 佐々木　傳十郎 住所 釜石市大字平田3-75-5
資本金（千円） 25,500 電話番号 0193-36-1200
従業員数 15名 ＦＡＸ番号 0193-36-1205
売上高（千円） ‐ ホームページ ‐
主力製品・サービス 水産系原料からの機能性食品
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木質ペレットは工事支障木の自然木と間伐材を原料と
し、全木ペレットを製造販売している。緑化基盤材は、
カッセーチップ堆肥化工法の副資材である北日本コー
キＶｃＳを製造販売している。この工法は、①地球温
暖化ガス（メタンガスおよび一酸化二窒素）の発生抑
制、②有害重金属の無害固定化、③硝酸態窒素の発生
抑制という機能を持っている。昨今では岩手宮城内陸
地震災害復旧工事に採用された。

木質ペレットは工事支障木の自然木と間伐材を原料と
し、全木ペレットを製造販売している。緑化基盤材は、
カッセーチップ堆肥化工法の副資材である北日本コー
キＶｃＳを製造販売している。この工法は、①地球温
暖化ガス（メタンガスおよび一酸化二窒素）の発生抑
制、②有害重金属の無害固定化、③硝酸態窒素の発生
抑制という機能を持っている。昨今では岩手宮城内陸
地震災害復旧工事に採用された。

有限会社 ラナシステム

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

木質ペレット製造販売、緑化基盤材（北日本コーキＶ
ｃＳ）製造販売、培養土製造販売、オガコ（家畜敷
量）製造販売。

木質ペレット製造販売、緑化基盤材（北日本コーキＶ
ｃＳ）製造販売、培養土製造販売、オガコ（家畜敷
量）製造販売。

Ｎｏ．37

企
業
情
報

企
業
情
報

環境ビジネス概要
環境ビジネス概要

PRポイント
PRポイント

木質ペレット

代表者 南部　智成 住所 奥州市胆沢区若柳字愛宕250
資本金（千円） 3,500 電話番号 0197-46-5155
従業員数 1名 ＦＡＸ番号 0197-46-4155
売上高（千円） 70,000 ホームページ www.ranasystem.com
主力製品・サービス 木質ペレット、緑化基盤材

デジタルカメラ/ビデオ、フォトプリンターなどのデジタル民生
機器や、リアルタイムOS/ミドルウェアポーティングなど、各
種組み込み系ソフトウェア開発を得意とします。

近年では、技術研究開発・原理試作などへの取り組みや、
Linux/Android分野にも力を入れ、半導体ベンダー様と連携し
ながら、お客様のニーズに合わせたシステム開発を提案させて
いただきます。

デジタルカメラ/ビデオ、フォトプリンターなどのデジタル民生
機器や、リアルタイムOS/ミドルウェアポーティングなど、各
種組み込み系ソフトウェア開発を得意とします。

近年では、技術研究開発・原理試作などへの取り組みや、
Linux/Android分野にも力を入れ、半導体ベンダー様と連携し
ながら、お客様のニーズに合わせたシステム開発を提案させて
いただきます。

有限会社 エボテック

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

スマートメーター、宅内電力表示機、
ホームネットワーク(DLNA)によるエコシステム、
２次電池(リチウムイオン電池等)制御システム開発、等

スマートメーター、宅内電力表示機、
ホームネットワーク(DLNA)によるエコシステム、
２次電池(リチウムイオン電池等)制御システム開発、等
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本社外観

代表者 保田　和成 住所 盛岡市西仙北1-15-3
資本金（千円） 6,700 電話番号 019-656-5541
従業員数 20名 ＦＡＸ番号 019-656-5543
売上高（千円） 139,000 ホームページ http://www/evt.co.jp
主力製品・サービス 組み込みソフトウェア開発
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幅広い発想を持ってジャンルを問わない事業姿勢。現在当社はデジタル関連サービスから食品企画販売までを
おこなっております。

幅広い発想を持ってジャンルを問わない事業姿勢。現在当社はデジタル関連サービスから食品企画販売までを
おこなっております。

株式会社 ドリームラボ

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

食品加工における食材等の廃棄物の利用。新たな加工品の製造企画加工技術の開発食品加工における食材等の廃棄物の利用。新たな加工品の製造企画加工技術の開発
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代表者 調子　吉之 住所 盛岡市本宮字宮沢58番地6
資本金（千円） 10,000 電話番号 019-656-5530
従業員数 10名 ＦＡＸ番号 -
売上高（千円） 9,000 ホームページ http://www.dreamlab.jp/pc/
主力製品・サービス 映像製作・webシステム関連

検査機械装置には、巾広く機械部品が使用されて居ま
す。少量多品の部品加工の対応に対して毎日の様に素
早く、行動して、お客様に喜んで頂いて居ます。巾広
い部品調達が敏速に出来る企業として、パートナーと
して、今後も頑張って行きます。

検査機械装置には、巾広く機械部品が使用されて居ま
す。少量多品の部品加工の対応に対して毎日の様に素
早く、行動して、お客様に喜んで頂いて居ます。巾広
い部品調達が敏速に出来る企業として、パートナーと
して、今後も頑張って行きます。

長尾工業 株式会社 岩手営業所

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

設計会社との、協力で装置の部品製造、組立をして居
ます。色々な分野が有るので、それぞれの企業との続
ながりを作りたい。

設計会社との、協力で装置の部品製造、組立をして居
ます。色々な分野が有るので、それぞれの企業との続
ながりを作りたい。
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検査機械装置

代表者 長尾　敏夫 住所 奥州市水沢区字日高西80-1
資本金（千円） 30,000 電話番号 0197-25-6282
従業員数 5名(全体75名） ＦＡＸ番号 0197-25-8784
売上高（千円） 130,000 ホームページ http：//ｗｗｗ6.ocn_ne.ne.jp/~nagao.iw/iwate.html
主力製品・サービス 金属部品加工全般、組立
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