


 

 

はじめに 

 

我が国の環境関連技術は、高度成長期における公害問題や二度にわたる石油

危機を技術革新の契機として、世界最高水準に達しております。 

 

環境ビジネスは、環境と経済が両立する社会の実現に向けて大いに期待され

ており、２０１０年６月に閣議決定された「新成長戦略」においては、２０２

０年までに５０兆円超の環境関連新規市場と１４０万人の環境分野の新規雇用

を目標としております。 

 

また、急速な経済発展を遂げるアジア地域では、大気汚染等各種公害が顕在

化し大きな社会問題になっていることから、今後、大きな市場になることが期

待されています。 

 

このような背景から、中国経済産業局では、中国地域において、環境関連技

術等を活かした環境ビジネスに取り組む事業者の技術・製品情報や事業展開を

行う上での課題等を把握することで、当地域の環境関連技術等の強みを見いだ

し、今後の環境ビジネスの振興に繋げるための調査を行い、その一環として本

事例集をとりまとめました。  

  

本事例集は、アンケートにご回答いただいた事業者の中から掲載を希望され

た８７事業者の技術・製品の概要を簡潔に説明した簡易版と、このうち４２事

業者の技術・製品の特長や優位性等を詳しく説明した詳細版の２部構成で紹介

しております。これらの技術・製品が中国地域内外での新たなビジネスチャン

スにつながり、環境ビジネスの発展のきっかけになることを期待しております。 

 

 最後になりましたが、本事例集の作成にご協力いただきました皆様に厚くお

礼申し上げます。 

 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 

中 国 経 済 産 業 局 

環境・リサイクル課 
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広島県 
地図 市町村名 会社名 

❺ 福山市 

有限会社アサヒフィルタサービス 

永和国土環境株式会社 

株式会社 

エコログ・リサイクリング・ジャパン 

株式会社エフピコ 

広和エムテック株式会社 

株式会社伸友 

株式会社日本総合科学 

株式会社松浦組 

株式会社丸八 

株式会社明和工作所 

 

 鳥取県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 鳥取市  
株式会社原田建設 

株式会社アサヒメッキ 

❷ 米子市 藤森産業機械株式会社 

❸ 倉吉市 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 

❹ 境港市  
三光株式会社 

新和産業株式会社 

❺ 南部町 株式会社細田企画 

❻ 伯耆町 
フジ化成工業株式会社 

株式会社スーパー・フェイズ 

❼ 日野町 株式会社赤松産業 

 

❹ 

広島県 
地図 市町村名 会社名 

❻ 府中市 
株式会社オガワエコノス 

株式会社北川鉄工所 

❼ 東広島市 
東広商事株式会社 

株式会社メンテックワールド 

❽ 廿日市市 安田金属株式会社 

❾ 安芸高田市 株式会社マルシン 

❿ 海田町 株式会社 Eｍａｘ 

⓫ 安芸太田町 株式会社河本組 

⓬ 北広島町 喜楽鉱業株式会社 広島総合工場 

 

岡山県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 岡山市 

公益財団法人岡山県環境保全事業団 

くろがね産業株式会社 

公協産業株式会社 

谷口商会株式会社 

❷ 倉敷市 

株式会社アース産業 

有限会社アクアテクノス 

海洋建設株式会社 

KBK エンジニアリング株式会社 

❸ 津山市 アールビーシーコンサルタント株式会社 

❹ 新見市 
松陽産業株式会社 

鈴木工業株式会社 

❺ 真庭市 クリーン発酵株式会社 

❻ 美作市 花田技研工業株式会社 

❼ 早島町 株式会社大森機械製作所 

 

山口県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 宇部市 
宇部協立産業株式会社 

中村建設株式会社 

❷ 山口市 
公益財団法人  

山口県予防保健協会 

❸ 萩市 
小田建設株式会社  

ＯＤＫ技術研究センター 

❹ 防府市 
アボンコーポレーション株式会社 

三田尻化学工業株式会社 

❺ 下松市 多機能フィルター株式会社 

❻ 美祢市 キッコウ・ジャパン株式会社 

❼ 周南市 
株式会社鹿野興産 

株式会社リライフ 

❽ 山陽小野田市 共英製鋼株式会社 山口事業所 

 

 島根県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 松江市 
カナツ技建工業株式会社 

松江土建株式会社 

❷ 出雲市 
出雲カーボン株式会社 

山建プラント株式会社 

❸ 江津市 株式会社丸惣 

❹ 美郷町 山興緑化有限会社 

 

掲載事業者一覧（市町村別） 

広島県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 広島市 

株式会社アース・ソリューション 

株式会社エヌ・イーサポート 

株式会社大野石油店 

株式会社カンサイ 

キョクトウ高宮株式会社 

クリーンアース・ホールディングス 

株式会社 

株式会社ケミカル山本 

三建産業株式会社 

株式会社山陽レック 

株式会社三洋基礎 

第一コンテク株式会社 

株式会社竹中土木 広島支店 

中電技術コンサルタント株式会社 

 

市町村別 

事業者数 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5～9 

    10 以上 

❶ 

❷ 

❸ 
❺ ❻ 

❶ 

❷ 

❸ 
❹ ❺ 

❻ 

❶ 

❽ 

❾ 

❿ 

❼ 

⓫ ❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

❺

❷ 

❸ 

❷ 

❽ 

❼ 

❶ ❹ 

❻ 

❶ 

❸ 

❹ 

⓬ 

❼ 

広島県 
地図 市町村名 会社名 

❶ 広島市 

株式会社テックコーポレーション 

株式会社東和テクノロジー 

戸田工業株式会社 

日鋼設計株式会社 

日本ミクニヤ株式会社 中国支店 

ヒロコン株式会社 

一般財団法人広島県環境保健協会 

株式会社米倉社会インフラ技術研究所 

❷ 呉市 
株式会社こっこー 

三蓉エンジニアリング株式会社 

❸ 三原市 
広愛産業株式会社 

メキシケム・ジャパン株式会社 

❹ 尾道市 
有限会社東根製作所 

株式会社トロムソ 
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都道府県 会社名 環境分野 技術製品名 簡易版No. 詳細版No.

株式会社赤松産業 ⑧廃棄物処理・リサイクル ウッドチップ舗装材「草難です」 1 1

株式会社アサヒメッキ ⑥環境調和型製品 フッサンフリーアルマイト鋳物処理 2

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー ⑥環境調和型製品 ウッドプラスチック製　工事用敷き板「Wボード」 3

三光株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 低濃度PCB廃棄物無害化処理 4

新和産業株式会社 ③土壌、水質浄化 中海（なかうみ）産　ミネラル海藻 5

株式会社スーパー・フェイズ ⑧廃棄物処理・リサイクル 使用済み紙おむつ燃料化装置 6 2

株式会社原田建設 ⑧廃棄物処理・リサイクル 鳥取コンポストA 7

フジ化成工業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル おとなしくん（防音防振リサイクルゴムマット） 8 3

藤森産業機械株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 液化分解式生ゴミ処理装置　「エコデリーター」 9 4

株式会社細田企画 ⑧廃棄物処理・リサイクル 石膏ボード分別処理機 10 5

出雲カーボン株式会社 ⑥環境調和型製品 調湿木炭「炭八」 11 6

カナツ技建工業株式会社 ②排水処理 多段土壌層法による水質浄化システム 12 7

山建プラント株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 繊維状酸化チタン繊維製造法 13 8

山興緑化有限会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル バーク堆肥、土壌改良材、法面緑化基盤材 14

松江土建株式会社 ③土壌、水質浄化 気液溶解装置「WEPシステム」 15

株式会社丸惣 ⑧廃棄物処理・リサイクル セラミックサンド 16 9

株式会社アース産業 ⑧廃棄物処理・リサイクル 木製ペレット造粒機「ペレタイザー」 17 10

アールビーシーコンサルタント株式会社 ③土壌、水質浄化 バクチャーパウダー 18

有限会社アクアテクノス ②排水処理 汚泥減量化剤　「スーパースラッジ」 19 11

株式会社大森機械製作所 ⑧廃棄物処理・リサイクル 使用済蛍光灯分別破砕装置「トップクリーン」 20

公益財団法人岡山県環境保全事業団 ⑤環境測定、分析、監視 土壌汚染調査 21 12

海洋建設株式会社 ⑥環境調和型製品 JFシェルナース 22 13

クリーン発酵株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル クリーンユーキ 23

くろがね産業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 再生着色ゴムチップ 24 14

KBKエンジニアリング株式会社 ②排水処理 スライドゲートバルブ 25 15

公協産業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 産業廃棄物の適正処理・リサイクル 26

松陽産業株式会社　岡山工場 ④騒音、振動防止 道路・鉄道防音パネル 27

鈴木工業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 無機汚泥リサイクル、超微粒子消石灰 28 16

谷口商会株式会社 ⑨その他 スミレイ　および　コプラシステム 29 17

花田技研工業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 防草一番 30

株式会社アース・ソリューション ③土壌、水質浄化 ソフトレメディエーション（人と環境に優しい土壌浄化技術） 31

有限会社アサヒフィルタサービス ①大気汚染防止 吸気における汚染大気の防止用フィルタ 32

株式会社Eｍａｘ ③土壌、水質浄化 RO（逆浸透）膜を利用した浄水装置 33

永和国土環境株式会社 ③土壌、水質浄化 アクアメイクシステム 34

株式会社エコログ・リサイクリング・ジャパン ⑧廃棄物処理・リサイクル エコログ・リサイクリング・ネットワーク 35 18

株式会社エヌ・イーサポート ⑤環境測定、分析、監視 環境調査、分析、測定 36 19

株式会社エフピコ ⑧廃棄物処理・リサイクル エコトレー、エコAPET 37 20

株式会社大野石油店 ⑥環境調和型製品 ミラクルチタン光触媒コート 38 21

株式会社オガワエコノス ⑧廃棄物処理・リサイクル 廃棄物をリサイクルしたRPF固形燃料 39 22

株式会社カンサイ ⑧廃棄物処理・リサイクル オーガニック　スーパーカイド 40

株式会社北川鉄工所 ⑧廃棄物処理・リサイクル ペレガイア（混練造粒機） 41 23

キョクトウ高宮株式会社 ⑦環境関連サービス エコボックス 42

喜楽鉱業株式会社　広島総合工場 ⑧廃棄物処理・リサイクル 再生重油（LS重油） 43

クリーンアース・ホールディングス株式会社 ⑥環境調和型製品 クリーンスターチ・エコロジーシステム 44 24

株式会社ケミカル山本 ⑥環境調和型製品 ステンレスの溶接焼け取り用電源器及び電解液 45 25

掲載事業者一覧（県別、五十音順）

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

－ 4－



都道府県 会社名 環境分野 技術製品名 簡易版No. 詳細版No.

掲載事業者一覧（県別、五十音順）

広愛産業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 上層、下層路盤材 46

株式会社河本組 ⑥環境調和型製品 C-Block 47

広和エムテック株式会社 ②排水処理 浮上油回収分離装置、排水浄化装置 48

株式会社こっこー ⑧廃棄物処理・リサイクル WATER WITH GREEN 49 26

三建産業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル アルミブリケット溶解システム 50

株式会社山陽レック ⑧廃棄物処理・リサイクル 金属含存廃液からの金属回収技術 51

三蓉エンジニアリング株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 廃材破砕選別機械装置 52 27

株式会社三洋基礎 ⑧廃棄物処理・リサイクル レストム工法（建設汚泥再資源化工法） 53

株式会社伸友 ②排水処理 排水処理設備 54

第一コンテク株式会社 ③土壌、水質浄化 災害用手動浄水装置ENO 55

株式会社竹中土木　広島支店 ③土壌、水質浄化 ジオクリーン・ワークス 56

中電技術コンサルタント株式会社 ⑦環境関連サービス 環境コンサルティング、環境アセスメント 57 28

株式会社テックコーポレーション ⑥環境調和型製品 食品資源リサイクル機器「マジックバイオくん」 58 29

東広商事株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 産業廃棄物処理・リサイクルのコンサルティング 59

有限会社東根製作所 ⑥環境調和型製品 木質バイオマス燃料を利用したガス生成装置「ミライトーン」 60 30

株式会社東和テクノロジー ⑧廃棄物処理・リサイクル 環境コンサルティング 61 31

戸田工業株式会社 ③土壌、水質浄化 土壌・地下水浄化材「RNIP」、水処理用吸着剤「AMF」 62

株式会社トロムソ ①大気汚染防止 もみ殻固形燃料モミガライト製造機「グラインドミル」 63 32

日鋼設計株式会社 ⑥環境調和型製品 木質バイオマスペレットを燃料とするストーブ 64

株式会社日本総合科学 ⑤環境測定、分析、監視 環境調査業務 65

日本ミクニヤ株式会社　中国支店 ⑧廃棄物処理・リサイクル 有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」 66 33

ヒロコン株式会社 ⑤環境測定、分析、監視 ｽﾏﾎ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ対応情報交換器、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ表面反応測定装置 67

一般財団法人広島県環境保健協会 ⑤環境測定、分析、監視 環境に係わる技術およびノウハウ 68

株式会社松浦組 ⑤環境測定、分析、監視 再生アスファルト合材プラント 69

株式会社マルシン ⑧廃棄物処理・リサイクル 次世代固形燃料製造 70

株式会社丸八 ③土壌、水質浄化 グリスバキューマシステム 71 34

株式会社明和工作所 ⑧廃棄物処理・リサイクル PPバンド細断機「PiPi太郎」 72 35

メキシケム・ジャパン株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル フロン類の破壊・再生 73

株式会社メンテックワールド ①大気汚染防止 ダストバスタ、ミストネット 74

安田金属株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル 小型家電・OA機器のリサイクル 75

株式会社米倉社会インフラ技術研究所 ①大気汚染防止 炭化物添加によるアスファルト舗装の長寿命化技術 76 36

アボンコーポレーション株式会社 ③土壌、水質浄化 鋳鉄製パネル枠工法「鋳田籠（ちゅうたろう）」 77 37

宇部協立産業株式会社 ⑧廃棄物処理・リサイクル せきそうフィット（粒状物固定具） 78

小田建設株式会社　ODK技術研究センター ④騒音、振動防止 キュート萩、セラミック吸音タイル・吸音レンガ 79 38

株式会社鹿野興産 ⑧廃棄物処理・リサイクル 再生ビーズRB 80 39

キッコウ・ジャパン株式会社 ⑥環境調和型製品 ブランチブロック 81

共英製鋼株式会社　山口事業所 ⑧廃棄物処理・リサイクル メスキュードシステム 82

多機能フィルター株式会社 ⑥環境調和型製品 多機能フィルター 83 40

中村建設株式会社 ②排水処理 吸水ポリマー土のう水ピタ／固まるフレコンバッグ 84 41

三田尻化学工業株式会社 ⑥環境調和型製品 ミタバイオ 85

公益財団法人山口県予防保健協会 ⑤環境測定、分析、監視 環境調査・水質検査・廃棄物分析 86

株式会社リライフ ⑧廃棄物処理・リサイクル 高含水・高塩素汚泥のリサイクル技術 87 42

広島県

山口県
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業(加⼯組⽴型) 主な技術など： 天然⽊チップ舗装材 

株式会社⾚松産業         技術・製品概要 １
 

会社概要  

代表者 代表取締役 赤松 敬四郎 

所在地 鳥取県日野郡日野町貝原 13-1 

創業年 昭和 52 年 

資本金 2,500 万円 

従業者数 2１名 
 

連絡先  

担当者名 専務取締役 赤松 雄一郎 

電話 0859-72-6007 

ＦＡＸ 0859-72-6008 

メール info@akamatu.jp 

ホームページ http://www.akamatu.jp 
 

名  称 ：ウッドチップ舗装材「草難です」  

キャッチコピー ：草をシャットアウト製品 

主要顧客 ：国内主体

国内産の松、杉、ヒノキの間伐材
等から繊維を維持する破砕⽅法に
より天然チップとし、そのチップ
を固化材と混ぜて、⼀般家庭の庭
や公共の公園等に敷き詰めることにより、防草、保⽔、透⽔、滑り⽌めの
機能を提供する商品である。天然の原⽊と天然成分の固化材を材料として
使⽤することにより 100%天然由来の舗装材としていることが優位な点。

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 主な技術など： アルマイト処理 

株式会社アサヒメッキ     技術・製品概要                   2
 

会社概要  

代表者 代表取締役 木下 貴啓 

所在地 鳥取県鳥取市南栄町 1 

創業年 昭和 33 年 11 月 

資本金 2,600 万円 

従業者数 57 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部係長 岡垣 緑 

電話 0857-53-4561 

ＦＡＸ 0857-37-4115 

メール kkasahi@asahimekki.jp 

ホームページ http://www.asahimekki.jp 
 

名  称 ：フッサンフリーアルマイト鋳物処理 

キャッチコピー ：フッ酸を⼀切使⽤しない国内最新技術 

主要顧客 ：国内主体

Al 鋳物等は加⼯しやすく、様々な産業の⽤途として使⽤
され、その表⾯処理も広く活⽤されているが、材料には
⾼ケイ素 Al 合⾦が多く、陽極酸化が困難とされてきた。
現在処理法は⼀般に活⽤されるが、Al 合⾦の処理⼯程に
⽐べ、煩雑、⾼コスト化の要因となっている。また、⼀部⼯程での使⽤
薬品は毒物を⽤い、環境負荷が⾼い。これら課題を克服し多様な材料に
適応、環境に配慮し、低コスト化につながる表⾯処理技術を提供する。

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 主な技術など：ウッドプラスチック製品 

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー  技術・製品概要 ３
 

会社概要  

代表者 代表取締役 中山 東太 

所在地 鳥取県倉吉市谷 605-33 

創業年 平成 20 年 2 月 

資本金 9,500 万円 

従業者数 24 名 
 

連絡先  

担当者名 古米 庸祐 

電話 03-5844-3366 

ＦＡＸ 03-5844-3367 

メール info@wpt.co.jp 

ホームページ http://wpt.co.jp 
 

名  称 ：ウッドプラスチック製 ⼯事⽤敷き板「W ボード」 

キャッチコピー ：建設現場の⼆酸化炭素排出削減 

主要顧客 ：国内主体

敷き鉄板より 10 分の 1 以上軽量な敷板。バイオマス資源を利⽤したウッド
プラスチック製。当社技術顧問である安藤直⼈東京⼤学⼤学院教授が開発し
たウッドプラスチック製造技術を実⽤化。⽊質材料とプラスチックの弱点を
補完し、複合化。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業(加工組立型) 

      

 

主な技術など： 天然木チップ舗装材 

株式会社赤松産業         
  

技術・製品概要 １ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 赤松 敬四郎 

所在地 鳥取県日野郡日野町貝原 13-1 

創業年 昭和 52 年 

資本金 2,500 万円 

従業者数 2１名 
 

連絡先  

担当者名 専務取締役 赤松 雄一郎 

電話 0859-72-6007 

ＦＡＸ 0859-72-6008 

メール info@akamatu.jp 

ホームページ http://www.akamatu.jp 
 

名  称 ：ウッドチップ舗装材「草薙です」  

キャッチコピー ：草をシャットアウト製品 

主要顧客 ：国内主体 

国内産の松、杉、ヒノキの間伐材
等から繊維を維持する破砕方法に
より天然チップとし、そのチップ
を固化材と混ぜて、一般家庭の庭
や公共の公園等に敷き詰めることにより、防草、保水、透水、滑り止めの
機能を提供する商品である。天然の原木と天然成分の固化材を材料として
使用することにより 100%天然由来の舗装材としていることが優位な点。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： アルマイト処理 

株式会社アサヒメッキ     
  

技術・製品概要                    2 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 木下 貴啓 

所在地 鳥取県鳥取市南栄町 1 

創業年 昭和 33 年 11 月 

資本金 2,600 万円 

従業者数 57 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部係長 岡垣 緑 

電話 0857-53-4561 

ＦＡＸ 0857-37-4115 

メール kkasahi@asahimekki.jp 

ホームページ http://www.asahimekki.jp 
 

名  称 ：フッサンフリーアルマイト鋳物処理 

キャッチコピー ：フッ酸を一切使用しない国内最新技術 

主要顧客 ：国内主体 

Al鋳物等は加工しやすく、様々な産業の用途として使用
され、その表面処理も広く活用されているが、材料には
高ケイ素 Al合金が多く、陽極酸化が困難とされてきた。
現在処理法は一般に活用されるが、Al合金の処理工程に
比べ、煩雑、高コスト化の要因となっている。また、一部工程での使用
薬品は毒物を用い、環境負荷が高い。これら課題を克服し多様な材料に
適応、環境に配慮し、低コスト化につながる表面処理技術を提供する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：ウッドプラスチック製品 

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー  

         

  

技術・製品概要 ３ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 中山 東太 

所在地 鳥取県倉吉市谷 605-33 

創業年 平成 20 年 2 月 

資本金 9,500 万円 

従業者数 24 名 
 

連絡先  

担当者名 古米 庸祐 

電話 03-5844-3366 

ＦＡＸ 03-5844-3367 

メール info@wpt.co.jp 

ホームページ http://wpt.co.jp 
 

名  称 ：ウッドプラスチック製 工事用敷き板「Wボード」 

キャッチコピー ：建設現場の二酸化炭素排出削減 

主要顧客 ：国内主体 

敷き鉄板より10分の 1以上軽量な敷板。バイオマス資源を利用したウッド
プラスチック製。当社技術顧問である安藤直人東京大学大学院教授が開発し
たウッドプラスチック製造技術を実用化。木質材料とプラスチックの弱点を
補完し、複合化。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：低濃度 PCB廃棄物無害化処理 

三光株式会社          

         

  

技術・製品概要 4 
 

会社概要  

代表者 代表取締役社長 三輪 陽通 

所在地 鳥取県境港市昭和町 5-17 

創業年 昭和 54 年 9 月 

資本金 4,800 万円 

従業者数 227 名 
 

連絡先  

担当者名 PCB課 和田 吉弘 

電話 0859-42-5533 

ＦＡＸ 0859-47-4532 

メール pcb1@sankokk-net.co.jp 

ホームページ http://www.sankokk-net.co.jp 
 

名  称 ：低濃度 PCB廃棄物無害化処理 

キャッチコピー ：調査から収集・処分までワンストップサービス 

主要顧客 ：国内主体 

環境大臣認定により、全国からどこでも収集運
搬可能。また、同認定施設にて完全に無害化を
実現。土地汚染に関する環境省指定調査機関の
指定を受け、有害物質の分析や汚染土壌の浄化
など、環境保全事業を展開。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 中海（なかうみ）産 ミネラル海

 新和産業株式会社        
  

技術・製品概要 ５ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役社長  奥森 清 

所在地 鳥取県境港市元町 124-1 

創業年 昭和 44 年 2 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 16 名 
 

連絡先  

担当者名 専務取締役 奥森 隆夫 

電話 0859-42-6661 

ＦＡＸ 0859-42-6564 

メール okumorit@sin-wa.com 

ホームページ http://www.sin-wa.com 
 

名  称 ：中海（なかうみ）産 ミネラル海藻 

キャッチコピー ：ミネラル海藻で安全安心な農作物を作る 

主要顧客 ：国内主体 

鳥取島根に跨る汽水湖（中海）には、海藻類が大量
に繁殖して水質の悪化の原因になっている。この海
藻類を産学官と連携して国産海藻肥料の研究、農地
実験を行い、国産初めての海藻肥料のペレット化に
成功、生産を行っている。またこの海藻肥料で、築
き上げた技術を応用すれば、湖、河川などの水草類
などを有機肥料としてリサイクルできる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル  業種：製造業（加工組立型） 主な技術など：使用済み紙おむつ燃料化システム  

株式会社スーパー・フェイズ    
  

技術・製品概要 ６ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役  木村 幸弘 

所在地 
鳥取県西伯郡伯耆町丸山 1800－

26 大山ガーデンプレイス内 

創業年 昭和 52 年 4 月 

資本金 4,100 万円 

従業者数 4 名 
 

連絡先  

担当者名 樋野 康人 

電話 03-6903-5991 

ＦＡＸ 03-6903-5992 

メール info@superfaiths.com 

ホームページ http://www.superfaiths.com 
 

名  称 ：使用済み紙おむつ燃料化装置 

キャッチコピー ：「紙おむつのゴミから地球を救う燃料へ！」  

主要顧客 ：国内主体 

本技術は、これまで「処理方法がなく、
埋立か焼却するしかない」と思われて
いた使用済み紙おむつのエネルギー
リサイクルを可能にした製品。 
ポリ袋に入れたまま投入が出来、自動
的に破砕・乾燥・脱臭・滅菌処理され、
綿状のフラフ燃料が生成される。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：建設業 

      

 

主な技術など：鳥取コンポストA 

株式会社原田建設       

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 ７ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 原田 寛 

所在地 鳥取県鳥取市数津 62-2 

創業年 昭和 38 年 5 月 1 日 

資本金 4,900 万円 

従業者数 37 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部 山本 幸久 

電話 0857-53-4331 

ＦＡＸ 0857-53-4729 

メール h_soumu@haraken.com 

ホームページ http://www.haraken.com 
 

名  称 ：鳥取コンポスト A 

キャッチコピー ：地球環境に優しくエコロジー 

主要顧客 ：国内主体 

公共工事等から発生した木材、草などを 
堆肥に変える「鳥取コンポスト」は、土壌の団
粒化を促進し、知力の増進に役立ち、好ましい
腐植土壌を作る。保水性、透水性が高くなり、
植物を乾燥から守り、花木だけでなく野菜作り
にも適している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：防振防音リサイクルゴムマット  

フジ化成工業株式会社      

         

  

技術・製品概要 ８ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 松本 敏秀 

所在地 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 1241-1 

創業年 昭和 41 年 8 月 

資本金 7,900 万円 

従業者数 44 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役総務部長 道川 美富 

電話 0859-68-2721 

   ＦＡＸ 0859-68-2723 

メール office@fujikasei-kk.com  

ホームページ http://www.fujikasei-kk.com/ 
 

名  称 ：おとなしくん（防振防音リサイクルゴムマット）  

キャッチコピー ：信頼の技術で未来を創造する 

主要顧客 ：国内主体 

ゴム部品メーカーより排出されるゴム廃材を粉砕後、接着剤と混合し、形成
して原板を作成。その後、仕上げ加工（厚み調整）を施した後、木造 2 階
建てのフローリングの下に施工し、階下へ
の音を低下させる。加硫済みのゴムを接着
加圧成型する技術を保有するのは、当社 
のみ。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：セラミックボールを用いた液化分解 

藤森産業機械株式会社      

         

  

技術・製品概要 ９ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 藤森 久士 

所在地 鳥取県米子市福市 859 

創業年 昭和 57 年 9 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 専務取締役 藤森 久雄 

電話 0859-26-1132   

ＦＡＸ 0859-26-1133 

メール info@fsk-japan.com 

ホームページ http:// fsk-japan.com/ 
 

名  称 ：液化分解式生ゴミ処理装置「エコデリーター」 

キャッチコピー ：臭くない生ごみ処理装置 

主要顧客 ：国内主体 

生ごみ処理の基材に無機質であるセラミックボー
ルを使用。セラミックボールに微生物を担持させ、
投入した生ごみを短時間で微生物分解し、排水と
して浄化槽や下水道に流せるシステムを確立。 
分解速度が早く、基材の消耗も少なく、悪臭が出
ない上、分解物の取り出しの手間がかからないの
が特徴。排水の液体肥料への再利用実績も多数。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：建設業 

      

 

主な技術など：鳥取コンポストA 

株式会社原田建設       

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 ７ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 原田 寛 

所在地 鳥取県鳥取市数津 62-2 

創業年 昭和 38 年 5 月 1 日 

資本金 4,900 万円 

従業者数 37 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部 山本 幸久 

電話 0857-53-4331 

ＦＡＸ 0857-53-4729 

メール h_soumu@haraken.com 

ホームページ http://www.haraken.com 
 

名  称 ：鳥取コンポスト A 

キャッチコピー ：地球環境に優しくエコロジー 

主要顧客 ：国内主体 

公共工事等から発生した木材、草などを 
堆肥に変える「鳥取コンポスト」は、土壌の団
粒化を促進し、知力の増進に役立ち、好ましい
腐植土壌を作る。保水性、透水性が高くなり、
植物を乾燥から守り、花木だけでなく野菜作り
にも適している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：防振防音リサイクルゴムマット  

フジ化成工業株式会社      

         

  

技術・製品概要 ８ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 松本 敏秀 

所在地 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 1241-1 

創業年 昭和 41 年 8 月 

資本金 7,900 万円 

従業者数 44 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役総務部長 道川 美富 

電話 0859-68-2721 

   ＦＡＸ 0859-68-2723 

メール office@fujikasei-kk.com  

ホームページ http://www.fujikasei-kk.com/ 
 

名  称 ：おとなしくん（防振防音リサイクルゴムマット）  

キャッチコピー ：信頼の技術で未来を創造する 

主要顧客 ：国内主体 

ゴム部品メーカーより排出されるゴム廃材を粉砕後、接着剤と混合し、形成
して原板を作成。その後、仕上げ加工（厚み調整）を施した後、木造 2 階
建てのフローリングの下に施工し、階下へ
の音を低下させる。加硫済みのゴムを接着
加圧成型する技術を保有するのは、当社 
のみ。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：セラミックボールを用いた液化分解 

藤森産業機械株式会社      

         

  

技術・製品概要 ９ 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 藤森 久士 

所在地 鳥取県米子市福市 859 

創業年 昭和 57 年 9 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 専務取締役 藤森 久雄 

電話 0859-26-1132   

ＦＡＸ 0859-26-1133 

メール info@fsk-japan.com 

ホームページ http:// fsk-japan.com/ 
 

名  称 ：液化分解式生ゴミ処理装置「エコデリーター」 

キャッチコピー ：臭くない生ごみ処理装置 

主要顧客 ：国内主体 

生ごみ処理の基材に無機質であるセラミックボー
ルを使用。セラミックボールに微生物を担持させ、
投入した生ごみを短時間で微生物分解し、排水と
して浄化槽や下水道に流せるシステムを確立。 
分解速度が早く、基材の消耗も少なく、悪臭が出
ない上、分解物の取り出しの手間がかからないの
が特徴。排水の液体肥料への再利用実績も多数。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：石膏ボード分別処理システム  

株式会社細田企画        

         

  

技術・製品概要 10 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 細田 稔 

所在地 鳥取県西伯郡南部町天萬 1937 

創業年 昭和 62 年 

資本金 1,800 万円 

従業者数 15 名 
 

連絡先  

担当者名 営業管理  細田 由美子 

電話 0859-48-3977   

ＦＡＸ 0859-48-3978 

メール info@h-circus.com 

ホームページ http://h-circus.com 
 

名  称 ：石膏ボード分別処理機 

キャッチコピー ：省力・省電力 石膏ボード分別処理 

主要顧客 ：国内主体 

投入した廃石膏ボードに、１対の回転ロールで両サイ
ドから圧力をかけ、内側の石膏部分のみを破壊し、両
面紙と石膏片に純度良く分離する。当社の処理機は石
膏ボードを両サイドから圧縮し、処理速度は速く、 
かつ排出された石膏粉末内への紙混入の割合が少な

いのが特徴。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：「炭八」による住居内除湿、防臭等

      出雲カーボン株式会社        

         

  

技術・製品概要 11 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 石飛 裕司 

所在地 島根県出雲市下古志町 1819-121 

創業年 平成 13 年 4 月 

資本金 9,800 万円 

従業者数 7 名 
 

連絡先  

担当者名 管理課 松岡 康二 

電話 0853-24-8808 

ＦＡＸ 0853-24-8878 

メール sumiken@m1.izumo.ne.jp 

ホームページ http://www.sumi8.jp 
 

名  称 ：調湿木炭「炭八」 

キャッチコピー ：人の健康は、まず家を健康にすることから 

主要顧客 ：国内主体 

島根大学産学共同研究センターとの産学共同研究
により調湿専用の木炭の開発に成功。マテリアル
リサイクル率の低い建築解体材を利用し、床下や
天井裏に敷設する調湿木炭。床下に敷設した場合、
床下湿度が低下し床下木材が乾燥するため建築物
の長寿命化を期待できる。天井裏に敷設した場合
は、断熱効果を発揮して冷暖房費の削減に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：排水処理 業種：建設業 

      

 

主な技術など： 多段土壌層法（ＭＳＬ）  

カナツ技建工業株式会社     
  

技術・製品概要 12 
 

会社概要  

代表者 代表取締役社長  金津 任紀 

所在地 島根県松江市春日町 636 

創業年 昭和 13 年 6 月 

資本金 1 億円 

従業者数 215 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役環境事業部長 角 勉 

電話 0852-25-5555 

ＦＡＸ 0852-27-1207 

メール t-sumi @kanatsu.co.jp 

ホームページ http://www.kanatsu.co.jp 
 

名  称 ：多段土壌層法による水質浄化システム  

キャッチコピー ：自然と人間の調和 

主要顧客 ：国内主体 

多段土壌層法とは、土壌を利用した生活排水、  
環境水等の浄化技術。土壌の持つ浄化能力を
最大限に利用し、生物処理と物理化学処理を
組み合わせた画期的な処理方法で、窒素・
リンを含めた高度処理が可能となる。省エネ
でエコテクノロジーを合理的に結集した技術
である。 

 

 

 

 

 

構 造 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル  業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 繊維状酸化チタン 

山建プラント株式会社      
  

技術・製品概要 13 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 小村 洋司 

所在地 島根県出雲市多伎町久村 213-8 

創業年 平成 9 年 3 月 

資本金 1,500 万円 

従業者数 18 名 
 

連絡先  

担当者名 開発部課長 加藤 昇 

電話 0853-86-3861 

ＦＡＸ 0853-86-3862 

メール nkatoh@sanin-kk.co.jp 

ホームページ http://sankenp.co.jp 
 

名  称 ：繊維状酸化チタン  

キャッチコピー ：非常にシンプルな酸化チタン繊維製造法 

主要顧客 ：国内主体 

繊維という利用しやすく、用途の広い、チ
タニア単体でしかもナノ粒子からなる高
光触媒活性をもつ繊維を開発した。本技術
により製造された酸化チタン光触媒繊維
は、従来適用困難であった排水処理や排ガ
ス処理をはじめとする様々な用途におい
ても適用、応用が可能である。               

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 土壌改良材、法面緑化基盤材 

山興緑化有限会社        
  

技術・製品概要 14 
 

会社概要  

代表者 代表取締役  河村 健司 

所在地 島根県邑智郡美郷町小松地 320 

創業年 昭和 52 年 4 月 

資本金 4,000 万円 

従業者数 42 名 
 

連絡先  

担当者名 総務課 課長 木川裕美 

電話 0855-77-0035 

ＦＡＸ 0855-77-0135 

メール info@sanko-ryokka.com 

ホームページ http://sanko-ryokka.com 
 

名  称 ：バーク堆肥、土壌改良材、法面緑化基盤材 

キャッチコピー ：rebirth土から生まれたものは土にかえそう 

主要顧客  ：国内主体 

公共工事等で発生した木質の廃棄物を受け入れ、
全量堆肥化している。処理能力は中国地方でもト
ップクラス。今年度だけで 10名採用し、地元の
雇用にも貢献している。「働くときはしっかり働
き、遊ぶときにはしっかり遊ぶ！」をモットーに
一致団結して頑張っている。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：建設業 

      

 

主な技術など：気体を液体に溶かす技術  

松江土建株式会社      

         

  

技術・製品概要 15 
 

会社概要  

代表者 代表取締役社長 川上裕治 

所在地 島根県松江市学園南 2-3-5 

創業年 昭和 19 年 5 月 

資本金 3 億円 

従業者数 172 名 
 

連絡先  

担当者名 環境部 坂本 勝弘 

電話 0852-24-5478 

ＦＡＸ 0826-57-0086 

メール k.sakamoto@ matsue-doken.co.jp 

ホームページ http://www.matsue-doken.co.jp 
 

名  称 ：気液溶解装置「WEPシステム」 

キャッチコピー ：ダム湖・湖沼等の水質改善 

主要顧客 ：国内主体 

閉鎖性水域では、底層水の貧酸素起因による富栄養化の助長、
水道水の着色・異臭味などの水質悪化を引き起こす。WEP 
システムは底層部のみに効率的に高濃度酸素水を供給するこ
とで、貧酸素起因による水質問題を解決することができる。 
主な特徴は、高い酸素溶解効率、底泥を巻き上げない、高濃
度酸素水の水平拡散。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル  業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 繊維状酸化チタン 

山建プラント株式会社      
  

技術・製品概要 13 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 小村 洋司 

所在地 島根県出雲市多伎町久村 213-8 

創業年 平成 9 年 3 月 

資本金 1,500 万円 

従業者数 18 名 
 

連絡先  

担当者名 開発部課長 加藤 昇 

電話 0853-86-3861 

ＦＡＸ 0853-86-3862 

メール nkatoh@sanin-kk.co.jp 

ホームページ http://sankenp.co.jp 
 

名  称 ：繊維状酸化チタン  

キャッチコピー ：非常にシンプルな酸化チタン繊維製造法 

主要顧客 ：国内主体 

繊維という利用しやすく、用途の広い、チ
タニア単体でしかもナノ粒子からなる高
光触媒活性をもつ繊維を開発した。本技術
により製造された酸化チタン光触媒繊維
は、従来適用困難であった排水処理や排ガ
ス処理をはじめとする様々な用途におい
ても適用、応用が可能である。               

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 土壌改良材、法面緑化基盤材 

山興緑化有限会社        
  

技術・製品概要 14 
 

会社概要  

代表者 代表取締役  河村 健司 

所在地 島根県邑智郡美郷町小松地 320 

創業年 昭和 52 年 4 月 

資本金 4,000 万円 

従業者数 42 名 
 

連絡先  

担当者名 総務課 課長 木川裕美 

電話 0855-77-0035 

ＦＡＸ 0855-77-0135 

メール info@sanko-ryokka.com 

ホームページ http://sanko-ryokka.com 
 

名  称 ：バーク堆肥、土壌改良材、法面緑化基盤材 

キャッチコピー ：rebirth土から生まれたものは土にかえそう 

主要顧客  ：国内主体 

公共工事等で発生した木質の廃棄物を受け入れ、
全量堆肥化している。処理能力は中国地方でもト
ップクラス。今年度だけで 10名採用し、地元の
雇用にも貢献している。「働くときはしっかり働
き、遊ぶときにはしっかり遊ぶ！」をモットーに
一致団結して頑張っている。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：建設業 

      

 

主な技術など：気体を液体に溶かす技術  

松江土建株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 川上裕治 

所在地 島根県松江市学園南 2-3-5 

創業年 昭和 19 年 5 月 

資本金 3 億円 

従業者数 172 名 
 

連絡先  

担当者名 環境部 坂本 勝弘 

電話 0852-24-5478 

ＦＡＸ 0826-57-0086 

メール k.sakamoto@ matsue-doken.co.jp 

ホームページ http://www.matsue-doken.co.jp 
 

名  称 ：気液溶解装置「WEPシステム」 

キャッチコピー ：ダム湖・湖沼等の水質改善 

主要顧客 ：国内主体 

閉鎖性水域では、底層水の貧酸素起因による富栄養化の助長、
水道水の着色・異臭味などの水質悪化を引き起こす。WEP 
システムは底層部のみに効率的に高濃度酸素水を供給するこ
とで、貧酸素起因による水質問題を解決することができる。 
主な特徴は、高い酸素溶解効率、底泥を巻き上げない、高濃
度酸素水の水平拡散。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 主な技術など：規格外瓦のリサイクル 

株式会社丸惣          
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会社概要  

代表者 代表取締役  佐々木 賢一 

所在地 島根県江津市市二宮町神 1820-5 

創業年 昭和 17 年 4 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 140 名 
 

連絡先  

担当者名 常務取締役 今﨑 真一郎 

電話 0855-53-0811 

ＦＡＸ 0855-53-3623 

メール maruso@kawara.co.jp 

ホームページ http:// www.kawara.co.jp 
 

名  称 ：セラミックサンド  

キャッチコピー ：規格外瓦のリサイクル! エコ商品「セラミックサンド」  

主要顧客 ：国内主体 

しまねグリーン製品認定及びしまね・ハツ・建設
ブランドへ登録。 【機能的な特徴】①多孔質で
保水性が高い②透水性が高く、水たまりが出来に
くい③無機質であり雑草が生えにくい。 
【採用実績】①駐車場や庭の敷き砂②園芸用土壌
③土壌改良材（野球練習場など）④メガソーラー施設の路盤材⑤舗装工
事の路盤材⑥コンクリート用骨材⑦シャモットとしての瓦原料。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル  業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など： 木製ペレット造粒機 

株式会社アース産業        
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会社概要  

代表者 代表取締役  三寺 健司 

所在地 岡山県倉敷市南畝 2-5-25 

創業年 昭和 47 年 12 月 

資本金 2,500 万円 

従業者数 16 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役副社長 三寺 建五 

電話 086-455-2848 

ＦＡＸ 086-456-0480 

メール miteken@mocha.ocn.ne.jp 

ホームページ http://earth-i.jp/ 
 

名  称 ：木製ペレット造粒機「ペレタイザー」  

キャッチコピー ：廃材をクリーンエネルギーに 

主要顧客 ：国内主体 

主として林地残材、製造工場残材など廃棄物をペ
レットに加工して、エネルギーとして再利用する
ことにより、バイオマスの有効利用による地球温
暖化防止に貢献している。当社では、その木製ペ
レット造粒機（ペレタイザー）を製造、集中制御
盤で操作を集約し、調整が簡単。また、成型時の
発生蒸気の再利用により成型能力が向上する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌・水質浄化 業種：設計・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 

      

 

主な技術など：バクチャーパウダー 

アールビーシーコンサルタント株式会社 
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会社概要  

代表者 取締役社長 石田 義勝 

所在地 岡山県津山市高野山西 478-3 

創業年 昭和 49 年(1974 年) 

資本金 4,800 万円 

従業者数 17 名 
 

連絡先  

担当者名 環境部 杉山 

電話 0868-26-5205 

ＦＡＸ 0868-26-5208 

メール infokankyo@rbc-kk.co.jp 

ホームページ http://www.rbc-kk.co.jp 
 

名  称 ：バクチャーパウダー 

キャッチコピー：水質浄化活性石の粉末「バクチャーパウダー」の浄化法 

主要顧客 ：国内主体 

これまでの水質浄化システムの常識を打ち破った自
然浄化法。水量に対し、30PPM（重量比）のバクチ
ャーパウダーを散布すると、やがて原生動物が確認
できるようになり、これらの微生物は有機物を分
解・摂取して栄養源にするとともに、自らも魚などのえさになり、理想
的な食物連鎖が形成される。その結果、富栄養化の原因となる窒素やリ
ンは除去され、「自然浄化法バクチャー・システム」が完成する。 
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環境分野：排水処理 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：汚泥減量化剤スーパースラッジ  

有限会社アクアテクノス      

         

  

技術・製品概要 19 
 

会社概要  

代表者 楠 敏明 

所在地 岡山県倉敷市日畑 825 

創業年 平成 17 年 9 月 

資本金 300 万円 

従業者数 2 名 
 

連絡先  

担当者名 楠 敏明 

電話 086-462-2909 

ＦＡＸ 086-462-3026 

メール aquatechnos@trad.ocn.ne.jp 

ホームページ http://aquatechnos.net/ 
 

名  称 ：汚泥減量化剤「スーパースラッジ 」 

キャッチコピー ：汚水、廃水の活性汚泥処理で発生する余剰汚泥を大幅に減量化 

主要顧客 ：国内主体 

活性汚泥法から出る余剰汚泥を従来の 1/3以下に減量化できます。 
◆適用施設：発生する余剰汚泥量を何とか減らしたい施設 
◆汚泥減量化の原理 
減量化溶液を曝気槽に注入することにより、好
気性細菌が優先種になる生物相に変化。それに
より有機物をより多く炭酸ガスと水に分解し、
結果、発生汚泥量が従来より大幅に減少する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

 

      

 

主な技術など：蛍光灯をリサイクルする装置開発  

株式会社大森機械製作所     
  

技術・製品概要 20 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 大森 俊行 

所在地 岡山県都窪郡早島町前潟 22-3 

創業年 昭和 36 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 34 名 
 

連絡先  

担当者名 営業グループ課長 杉町 兼宏 

電話 086-482-0625 

ＦＡＸ 086-482-2537 

メール oomori-kikai@poem.ocn.co.jp 

ホームページ http://www.topclean.co.jp/ 
 

名  称 ：使用済蛍光灯分別破砕装置「トップクリーン」 

キャッチコピー ：蛍光管のリサイクルによる資源の有効活用を実現 

主要顧客 ：国内主体 

使用済蛍光管は 80％以上が埋立処分されている。蛍光管に使用されてい
る高品質のガラスのリサイクルに着目して、使用済蛍光管分別破砕装置
「トップクリーン」を開発した。環境対策としてサイクロン集塵装置、
排ガス処理装置も標準装備。蛍光管のリサイクルによる資源の有効活用
を実現している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：環境関連サービス 

 

主な技術など：土壌汚染調査 

公益財団法人岡山県環境保全事業団  

         

  

技術・製品概要 21 
 

会社概要  

代表者 理事長 坂井 俊英 

所在地 岡山県岡山市南区内尾 665-1 

創業年 昭和 49 年 10 月 

資本金 16 億 2,650 万円 

従業者数 107 名 
 

連絡先  

担当者名 環境調査部 

電話 086-298-2616 

ＦＡＸ 086-298-2496 

メール mado@kankyo.or.jp 

ホームページ http://www.kankyo.or.jp 
 

名  称 ：土壌汚染調査 

キャッチコピー ：土壌汚染調査承ります！ 

主要顧客 ：国内主体 

近年、工場の跡地や市街地などの土地が有害物質により汚染されているとい
ったケースが増加している。土壌汚染は目に見えにくい環境汚染であり、法
手続きも非常に煩雑だが、当団では調査計画、土壌調査・分析、報告書作成
まですべて対応。環境省より指定を受けた指定調査機関。（指定番号：環
2003-33000-1001） 
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環境分野：排水処理 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：汚泥減量化剤スーパースラッジ  

有限会社アクアテクノス      

         

  

技術・製品概要 19 
 

会社概要  

代表者 楠 敏明 

所在地 岡山県倉敷市日畑 825 

創業年 平成 17 年 9 月 

資本金 300 万円 

従業者数 2 名 
 

連絡先  

担当者名 楠 敏明 

電話 086-462-2909 

ＦＡＸ 086-462-3026 

メール aquatechnos@trad.ocn.ne.jp 

ホームページ http://aquatechnos.net/ 
 

名  称 ：汚泥減量化剤「スーパースラッジ 」 

キャッチコピー ：汚水、廃水の活性汚泥処理で発生する余剰汚泥を大幅に減量化 

主要顧客 ：国内主体 

活性汚泥法から出る余剰汚泥を従来の 1/3以下に減量化できます。 
◆適用施設：発生する余剰汚泥量を何とか減らしたい施設 
◆汚泥減量化の原理 
減量化溶液を曝気槽に注入することにより、好
気性細菌が優先種になる生物相に変化。それに
より有機物をより多く炭酸ガスと水に分解し、
結果、発生汚泥量が従来より大幅に減少する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

 

      

 

主な技術など：蛍光灯をリサイクルする装置開発  

株式会社大森機械製作所     
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会社概要  

代表者 代表取締役 大森 俊行 

所在地 岡山県都窪郡早島町前潟 22-3 

創業年 昭和 36 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 34 名 
 

連絡先  

担当者名 営業グループ課長 杉町 兼宏 

電話 086-482-0625 

ＦＡＸ 086-482-2537 

メール oomori-kikai@poem.ocn.co.jp 

ホームページ http://www.topclean.co.jp/ 
 

名  称 ：使用済蛍光灯分別破砕装置「トップクリーン」 

キャッチコピー ：蛍光管のリサイクルによる資源の有効活用を実現 

主要顧客 ：国内主体 

使用済蛍光管は 80％以上が埋立処分されている。蛍光管に使用されてい
る高品質のガラスのリサイクルに着目して、使用済蛍光管分別破砕装置
「トップクリーン」を開発した。環境対策としてサイクロン集塵装置、
排ガス処理装置も標準装備。蛍光管のリサイクルによる資源の有効活用
を実現している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：環境関連サービス 

 

主な技術など：土壌汚染調査 

公益財団法人岡山県環境保全事業団  
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会社概要  

代表者 理事長 坂井 俊英 

所在地 岡山県岡山市南区内尾 665-1 

創業年 昭和 49 年 10 月 

資本金 16 億 2,650 万円 

従業者数 107 名 
 

連絡先  

担当者名 環境調査部 

電話 086-298-2616 

ＦＡＸ 086-298-2496 

メール mado@kankyo.or.jp 

ホームページ http://www.kankyo.or.jp 
 

名  称 ：土壌汚染調査 

キャッチコピー ：土壌汚染調査承ります！ 

主要顧客 ：国内主体 

近年、工場の跡地や市街地などの土地が有害物質により汚染されているとい
ったケースが増加している。土壌汚染は目に見えにくい環境汚染であり、法
手続きも非常に煩雑だが、当団では調査計画、土壌調査・分析、報告書作成
まですべて対応。環境省より指定を受けた指定調査機関。（指定番号：環
2003-33000-1001） 
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環境分野：環境調和型製品 業種：製造業(生活関連型) 

      

 

主な技術など： JFシェルナース 

海洋建設株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 片山 真基 

所在地 岡山県倉敷市児島駅前 1-75 

創業年 昭和 58 年 2 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 25 名 
 

連絡先  

担当者名 企画管理部 片山 了介 

電話 086-473-5508 

ＦＡＸ 086-473-5574 

メール info@kaiyoh.co.jp 

ホームページ http://www.kaiyoh.co.jp 
 

名  称 ：JFシェルナース   

キャッチコピー ：貝殻をリサイクルし、魚に餌料と棲み場を供給 

主要顧客 ：国内主体 

養殖施設等で発生した貝殻をメッシュパイプ
に詰め、構造に組み込んだ人工魚礁。貝殻の隙
間には、エビ・カニ等の餌をはじめとした様々
な動物が非常に多く発生し、水産資源の増大に
貢献している。さらに動物の増加や海藻類の繁茂により水域環境を浄化、
物質循環を整え、豊かな海づくりに貢献。また貝殻を詰める作業は漁業
者が行っており、漁業者自らが豊かな里海づくりの活動に参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：堆肥製造技術 

クリーン発酵株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 坪井 敏 

所在地 岡山県真庭市上水田7341 

創業年 昭和 58 年 7 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 22 名 
 

連絡先  

担当者名 総務 坪井 敏 

電話 0866-52-4481 

ＦＡＸ 0866-52-4489 

メール clean-hk@shakkou.co.jp 

ホームページ http://www.clean-h-y.jp 
 

名  称 ：クリーンユーキ 

キャッチコピー ：限りある資源の有効利用 

主要顧客 ：国内主体 

下水汚泥を利用し、肥料として土壌に還元させる循環
型社会の実現。様々な汚泥（浄化槽、農村集落排水・
下水道・工場排水）で処理された脱水ケーキを、有機
肥料（コンポスト）の原料として再生させ、有機肥料
製品として土壌へ 還元するシステム。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：工業用廃ゴム再生加工 

くろがね産業株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役 森 崇行 

所在地 岡山県岡山市東区草ケ部 1249 

創業年 昭和 52 年 9 月 

資本金 1,500 万円 

従業者数 17 名 
 

連絡先  

担当者名 弾性材事業部  藤原 茂正 

電話 086-297-5447 

ＦＡＸ 086-297-6472 

メール ks-info@kurogane-sangyo.com 

ホームページ http://www.kurogane-sangyo.com 
 

名  称 ：再生着色ゴムチップ 

キャッチコピー ：リサイクルで生まれ変わった安価な弾性舗装用材料 

主要顧客 ：国内主体 

くろがね産業のゴムチップは工業用廃棄ゴムを粉砕してチップ状に 
したもの。その１粒ごとに着色を施し、新し
い弾性舗装用材料として製造。 
リサイクル品のため、従来のものと比べると
コスト面でもすぐれており、地球に優しい製
品となっている。 
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環境分野：排水処理 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：密閉式バルブ  

KBKエンジニアリング株式会社  
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会社概要  

代表者 代表取締役 田尻 卓治 

所在地 岡山県倉敷市中畝 6-7-19 

創業年 平成 20 年 6 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 10 名 
 

連絡先  

担当者名 営業部 田尻 宏志 

電話 086-450-4577 

ＦＡＸ 086-450-4578 

 

 

 

 

 

 

メール info@kbkeng.co.jp 

ホームページ http://www.kbkeng.co.jp 
 

名  称 ：スライドゲートバルブ 

  

 

  

キャッチコピー ：配管内液体の飛散を防止する密閉式バルブの開発 

主要顧客 ：国内主体 

クリーンセンターなど汚水・悪臭環境下の 
対策に、従来型バルブにないスライド板と 
密閉機構を開発することで、バルブ開閉時に
起こっていた配管内の内容物の飛散防止を 
実現。 
 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

     

 

主な技術など： 廃棄物のセメント向け原燃料化 

公協産業株式会社       
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会社概要  

代表者 代表取締役 小川 大志 

所在地 岡山県岡山市東区中尾 126-4 

創業年 昭和 48 年 12 月 

資本金 5,000 万円 

従業者数 70 名 
 

連絡先  

担当者名 白石 裕伸 

電話 086-297-7751 

ＦＡＸ 086-297-7752  

メール hironobushiraishi@kokyo.com 

ホームページ http://www.kokyo.com 
 

名  称 ：産業廃棄物の適正処理・リサイクル 

キャッチコピー ：業界をリードする Recycle, Reuseシステム 

主要顧客 ：国内主体 

４０余年の産業廃棄物の収集運搬と中間処理の実績の中で培った技術を
活かし、「美しい地球の未来を考える」を社是として、産業廃棄物を埋立
処理することなく主としてセメント工場向け再生燃料やセメント原料と
してリサイクルする地球にやさしい「循環型社会システム」の構築を目
指している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：騒音、振動防止 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：防音パネル製造 

松陽産業株式会社 岡山工場   
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 竹内 和彦 

所在地 岡山県新見市哲西町八鳥 138-45  

創業年 昭和 42 年 

資本金 4,500 万円 

従業者数 149 名（会社全体）99 名（事業所） 
 

連絡先  

担当者名 環境管理室 仲田 淳 

電話 0867-94-2202 

ＦＡＸ 0867-94-2201 

メール t-nakada@shoyo-sangyo.co.jp 

ホームページ http://www.shoyo-sangyo.co.jp 
 

名  称 ：道路・鉄道防音パネル 

キャッチコピー ：孔あけといえば松陽産業 

主要顧客 ：国内主体 

パンチングメタル国内トップメーカーの当社
は大手パネルメーカーと数年間にわたり共同
開発した防音パネルを中心に、パネル正面板
にパンチングメタルを使用して、道路、鉄道
関係のパネルを製造して出荷する。鉄道関係
においても高い評価をいただき、長期受注を
獲得している。 
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環境分野：排水処理 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：密閉式バルブ  

KBKエンジニアリング株式会社  
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会社概要  

代表者 代表取締役 田尻 卓治 

所在地 岡山県倉敷市中畝 6-7-19 

創業年 平成 20 年 6 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 10 名 
 

連絡先  

担当者名 営業部 田尻 宏志 

電話 086-450-4577 

ＦＡＸ 086-450-4578 

 

 

 

 

 

 

メール info@kbkeng.co.jp 

ホームページ http://www.kbkeng.co.jp 
 

名  称 ：スライドゲートバルブ 

  

 

  

キャッチコピー ：配管内液体の飛散を防止する密閉式バルブの開発 

主要顧客 ：国内主体 

クリーンセンターなど汚水・悪臭環境下の 
対策に、従来型バルブにないスライド板と 
密閉機構を開発することで、バルブ開閉時に
起こっていた配管内の内容物の飛散防止を 
実現。 
 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

     

 

主な技術など： 廃棄物のセメント向け原燃料化 

公協産業株式会社       
  

技術・製品概要 26 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 小川 大志 

所在地 岡山県岡山市東区中尾 126-4 

創業年 昭和 48 年 12 月 

資本金 5,000 万円 

従業者数 70 名 
 

連絡先  

担当者名 白石 裕伸 

電話 086-297-7751 

ＦＡＸ 086-297-7752  

メール hironobushiraishi@kokyo.com 

ホームページ http://www.kokyo.com 
 

名  称 ：産業廃棄物の適正処理・リサイクル 

キャッチコピー ：業界をリードする Recycle, Reuseシステム 

主要顧客 ：国内主体 

４０余年の産業廃棄物の収集運搬と中間処理の実績の中で培った技術を
活かし、「美しい地球の未来を考える」を社是として、産業廃棄物を埋立
処理することなく主としてセメント工場向け再生燃料やセメント原料と
してリサイクルする地球にやさしい「循環型社会システム」の構築を目
指している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：騒音、振動防止 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：防音パネル製造 

松陽産業株式会社 岡山工場   
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 竹内 和彦 

所在地 岡山県新見市哲西町八鳥 138-45  

創業年 昭和 42 年 

資本金 4,500 万円 

従業者数 149 名（会社全体）99 名（事業所） 
 

連絡先  

担当者名 環境管理室 仲田 淳 

電話 0867-94-2202 

ＦＡＸ 0867-94-2201 

メール t-nakada@shoyo-sangyo.co.jp 

ホームページ http://www.shoyo-sangyo.co.jp 
 

名  称 ：道路・鉄道防音パネル 

キャッチコピー ：孔あけといえば松陽産業 

主要顧客 ：国内主体 

パンチングメタル国内トップメーカーの当社
は大手パネルメーカーと数年間にわたり共同
開発した防音パネルを中心に、パネル正面板
にパンチングメタルを使用して、道路、鉄道
関係のパネルを製造して出荷する。鉄道関係
においても高い評価をいただき、長期受注を
獲得している。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：無機汚泥リサイクル；微粒子化 

鈴木工業株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役 鈴木 香 

所在地 岡山県新見市井倉 125-5 

創業年 昭和 9 年 1 月 

資本金 4,000 万円 

従業者数 8 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 鈴木 香 

電話 0867-75-2106 

ＦＡＸ 0867-75-2936 

メール info@lime-tech.co.jp 

ホームページ http://www.lime-tech.co.jp 
 

名  称 ：無機汚泥リサイクル、超微粒子消石灰 

キャッチコピー ：エコライム、カルテック  

主要顧客 ：国内主体 

カルテック：平均粒子径1.5μｍの微粒子化を
実現し、表面積は通常の JIS特号消石灰の1.5
倍～2倍であるため、塩素ガスの吸着反応がよ
く、プラスチック樹脂への分散性が非常によ
い。エコライム：長年の研究により、無機性
汚泥と石灰の混合物を開発。産業廃棄物でしかなかった汚泥がリサイクル消
石灰としてよみがえった。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：その他 業種：環境関連サービス 

      

 

主な技術など：スミレイ コプラシステム 

谷口商会株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役 谷口 隼人 

所在地 岡山県岡山市南区藤田 338-31 

創業年 昭和 61 年 4 月 

資本金 3,500 万円 

従業者数 20 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 谷口 隼人 

電話 086-296-5906 

ＦＡＸ 086-296-6507 

メール info@taniguti.co.jp 

ホームページ http://www.taniguti.co.jp 
 

名  称 ：スミレイ および コプラシステム 

キャッチコピー ：水域水中の油を経済的に精密回収する素材と装置 

主要顧客 ：国内主体 

通常の活性炭に比べて処理速度とハンドリングが優れ
る油専用の炭化物吸着材「スミレイ」。既存の吸着塔へ
の適用のみならず、オンサイト処理のための装置「コ
プラシステム」（携帯型吸着槽（通水すると油だけが吸
着回収される）と 水面の油膜を少量の水と共に精密
吸引する浮体式スキマーのセット）として 現場でも
手軽に利用できる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：研究、技術サービス

 

主な技術など：環境対応型防草材 

花田技研工業株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役 花田 義和 

所在地 岡山県美作市巨勢 2003 

創業年 平成 16 年 4 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 22 名  
 

連絡先  

担当者名 開発部 花田 義和 

電話 0868-72-7077 

ＦＡＸ 0868-72-7075 

メール y.hanada@dream.ocn.ne.jp 

ホームページ http://www.hanada-giken.co.jp 
 

名  称 ：防草一番（商品名） 

キャッチコピー ：環境に優しい防草材 

主要顧客 ：国内主体 

ヒートアイランド対策や放棄地の防草対策と
して、一般廃棄物を 1,200℃以上の高温で 
溶融、冷却して安全に生成し処理した溶融スラ
グ「エコスラグ」をベース骨材とした、循環型
エコな製品で環境に優しく安全な透水性の防
草材を開発。散布し均して水を撒くだけで簡単に施工でき、広い施工箇
所に対しては、吹き付け仕様も可能。施工済み残渣は粉砕後に土に戻る。 
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社ｈシン 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：サービス業 

      

 

主な技術など： ソフトレメディエーション  

株式会社アース・ソリューション 
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会社概要  

代表者 代表取締役社長  川原 恵一郎 

所在地 広島県広島市中区河原町 4-3 

創業年 平成 19 年 3 月 

資本金 900 万円 

従業者数 6 名 
 

連絡先  

担当者名 広島事務所 郷田 文吾 

電話 082-294-3613 

ＦＡＸ 082-294-3613 

メール goda@earthsolution.co.jp 

ホームページ http://www.earthsolution.co.jp 
 

名  称 ：ソフトレメディエーション（人と環境に優しい土壌浄化技術）  

キャッチコピー ：有害化学物質（PCB・DXNその他）迅速・正確・安全で安い  

主要顧客 ：国内主体 

人の健康、生体影響を及ぼす非意図
的に副生する微量含有の有害化学物
質を迅速に検出するサービスを提
供。食品中を含む有機顔料中の
PCB,DXNの評価を行なう。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など： 汚染大気の防止用フィルタ  

有限会社アサヒフィルタサービス  
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会社概要  

代表者 代表取締役 宮崎 基 

所在地 
広島県福山市駅家町大字万能倉 

393-1 

創業年 平成 8 年 4 月 

資本金 600 万円 

従業者数 8 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 宮崎 基 

電話 084-949-3580 

ＦＡＸ 084-949-3581 

メール miyazaki@filter.ne.jp 

ホームページ http://www.filter.ne.jp 
 

名  称 ：吸気における汚染大気の防止用フィルタ  

キャッチコピー ：命を守る空間の創造 

主要顧客 ：国内主体 

PM2.5、ウィルス、放射能汚染、火山
灰など、今後、私たちをとりまく環境
はさらに厳しさを増していく。 
当社では労働環境や設備環境を整える
役割を持つフィルタを組み込んだ機器
やブースなどを製造提供している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：製造業（生活関連型） 

      

 

RO膜を利用した浄水装置 

株式会社 Emax         
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会社概要  

代表者 代表  兼田 祐輔 

所在地 
広島県安芸郡海田町南堀川町 

6-8 

創業年 平成 26 年 2 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 代表  兼田 祐輔 

電話 082-821-3741 

ＦＡＸ 082-821-1506 

メール kaneda49@k-y-hiroshima.jp 

ホームページ http://e-max.co 
 

名  称 ：RO（逆浸透）膜を利用した浄水装置 

キャッチコピー ：電源不要の逆浸透膜浄水器 

主要顧客  ：国内外 

電源等の動力を必要としない逆浸透膜浄水器「ポラー
リアⅡ」は、逆浸透膜に必要な水圧を手動式ポンプで
補うため水源（海水を除く）があればどこでも飲料水
を造水することができる。弊社独自の工夫により、よ
り効率的に造水できるため、災害現場、インフラ未整
備地域における飲料水確保に有用である。 
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社ｈシン 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：サービス業 

      

 

主な技術など： ソフトレメディエーション  

株式会社アース・ソリューション 
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会社概要  

代表者 代表取締役社長  川原 恵一郎 

所在地 広島県広島市中区河原町 4-3 

創業年 平成 19 年 3 月 

資本金 900 万円 

従業者数 6 名 
 

連絡先  

担当者名 広島事務所 郷田 文吾 

電話 082-294-3613 

ＦＡＸ 082-294-3613 

メール goda@earthsolution.co.jp 

ホームページ http://www.earthsolution.co.jp 
 

名  称 ：ソフトレメディエーション（人と環境に優しい土壌浄化技術）  

キャッチコピー ：有害化学物質（PCB・DXNその他）迅速・正確・安全で安い  

主要顧客 ：国内主体 

人の健康、生体影響を及ぼす非意図
的に副生する微量含有の有害化学物
質を迅速に検出するサービスを提
供。食品中を含む有機顔料中の
PCB,DXNの評価を行なう。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など： 汚染大気の防止用フィルタ  

有限会社アサヒフィルタサービス  
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会社概要  

代表者 代表取締役 宮崎 基 

所在地 
広島県福山市駅家町大字万能倉 

393-1 

創業年 平成 8 年 4 月 

資本金 600 万円 

従業者数 8 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 宮崎 基 

電話 084-949-3580 

ＦＡＸ 084-949-3581 

メール miyazaki@filter.ne.jp 

ホームページ http://www.filter.ne.jp 
 

名  称 ：吸気における汚染大気の防止用フィルタ  

キャッチコピー ：命を守る空間の創造 

主要顧客 ：国内主体 

PM2.5、ウィルス、放射能汚染、火山
灰など、今後、私たちをとりまく環境
はさらに厳しさを増していく。 
当社では労働環境や設備環境を整える
役割を持つフィルタを組み込んだ機器
やブースなどを製造提供している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：製造業（生活関連型） 

      

 

RO膜を利用した浄水装置 

株式会社 Emax         
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会社概要  

代表者 代表  兼田 祐輔 

所在地 
広島県安芸郡海田町南堀川町 

6-8 

創業年 平成 26 年 2 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 代表  兼田 祐輔 

電話 082-821-3741 

ＦＡＸ 082-821-1506 

メール kaneda49@k-y-hiroshima.jp 

ホームページ http://e-max.co 
 

名  称 ：RO（逆浸透）膜を利用した浄水装置 

キャッチコピー ：電源不要の逆浸透膜浄水器 

主要顧客  ：国内外 

電源等の動力を必要としない逆浸透膜浄水器「ポラー
リアⅡ」は、逆浸透膜に必要な水圧を手動式ポンプで
補うため水源（海水を除く）があればどこでも飲料水
を造水することができる。弊社独自の工夫により、よ
り効率的に造水できるため、災害現場、インフラ未整
備地域における飲料水確保に有用である。 
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社ｈシン 

 

環境分野：土壌・水質浄化 業種：研究,専門,技術ｻｰﾋﾞｽ 

      

 

主な技術など：  アクアメイクシステム 

永和国土環境株式会社     
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会社概要  

代表者 代表取締役 岡本 良一 

所在地 広島県福山市南蔵王町 2-21-27 

創業年 昭和 29 年 5 月 

資本金 5,000 万円 

従業者数 15 名 
 

連絡先  

担当者名 岡本 

電話 084-924-7402 

ＦＡＸ 084-924－5818 

メール okamoto@ecoeiwa.co.jp 

ホームページ http://www.ecoeiwa.co.jp 
 

名  称 ：アクアメイクシステム 

キャッチコピー：カキ殻を利用し汚水を高度処理し、トイレ洗浄水に再利用
 主要顧客 ：国内主体 

汚水をカキ殻で糖度処理し、中水として再利
用する装置を開発。公共水域の富栄養化抑制、
絶大な節水効果、立地条件が不問、維持管理
が容易で安価等の特徴があり、上水の不要な
水洗トイレとして再利用可能なだけではな
く、災害時の避難時においても、独立電源を
使用して水洗トイレが使用可能である。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業(基礎素材型) 

      

 

主な技術など：衣料回収循環型マテリアルリサイクル  

株式会社エコログ・リサイクリング・ジャパン       
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会社概要  

代表者 代表取締役 和田 顕男 

所在地 広島県福山市草戸町 3-12-5 

創業年 平成 7 年 3 月 

資本金 2 億 4,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役副社長 田邉 和男 

電話 084-924-8509 

ＦＡＸ 084-923-3594 

メール tanabe-kazuo@ecolog.co.jp 

ホームページ http://www.ecolog.co.jp/ 
 

名  称 ：エコログ・リサイクリング・ネットワーク  

キャッチコピー ：衣料品のライフサイクルを変えよう 

主要顧客 ：国内主体 

不要となった衣料品等繊維製品や生産過程で生じる
過剰資材を回収し、独自のノウハウを用いてそれらの
リサイクルを図る。衣料品等をリサイクルしやすくす
るため、資材サプライヤーから小売店まで約７０社を
結ぶネットワークを形成。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境調査,分析、測定 

株式会社エヌ・イーサポート   
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会社概要  

代表者 代表取締役 長田 久史 

所在地 
広島県広島市西区己斐本町 

3-13-16 

創業年 昭和 48 年 8 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 115 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部 落谷 秀伸 

電話 082-272-9000 

ＦＡＸ 082-272-1230 

メール n-eigyou@nesupport.co.jp 

ホームページ http://www.nesupport.co.jp 

 
 

名  称 ：環境調査、分析、測定 

キャッチコピー ：豊かな環境の未来を考える環境総合コンサルタント 

主要顧客 ：国内主体 

「豊かな環境と幸福な人間社会の実現」を目指し、
設立以来、環境問題に取り組んでいる当社は、水
質、土壌、大気などの分析をはじめ、公害防止技
術、自然環境の生態調査、更に将来の環境変化を
予測する環境アセスメントに至るまで、信頼の技
術とデータを提供。環境保全がますます叫ばれる今日、さらなる社会貢献を
目指す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

●
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アクアメイクシステム 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：化学 

      

 

主な技術など：エフピコ方式の循環型リサイクル 

株式会社エフピコ      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 佐藤 守正 

所在地 広島県福山市曙町 1-13-15 

創業年 昭和 37 年 7 月 

資本金 131 億 5,062 万円 

従業者数 757名(エフピコグループ：4,173名） 
 

連絡先  

担当者名 環境対策室 冨樫 英治 

電話 03-5325-7809 

ＦＡＸ 03-5325-7811 

メール Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

ホームページ http://www.fpco.jp/ 
 

名  称 ：エコトレー、エコ APET 

キャッチコピー ：「トレーtoトレー」「ボトル toトレー」で CO2削減！ 

主要顧客 ：国内主体 

平成2年より使用済み食品トレーを回収し再び
トレーに再生する「トレーtoトレー」のリサイ
クル事業を開始。さらに使用済み透明容器、廃
ペットボトルからトレーへ再生する「ボトル to
トレー」のリサイクルにも着手している。回収
原料から再生される容器はバージントレーと比べ30％以上のCO2発生抑制
効果も検証されており、地球温暖化防止にも寄与している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：小売業 

      

 

主な技術など：ミラクルチタン光触媒コート 

株式会社大野石油店       
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会社概要  

代表者 代表取締役 大野 徹 

所在地 広島県広島市中区西白島町 22-15 

創業年 昭和 22 年 12 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 230 名 
 

連絡先  

担当者名 営業本部 北山 一郎 

電話 082-221-9107 

ＦＡＸ 082-223-5600 

メール kitayama.i@ohno-group.co.jp 

ホームページ http://www.ohno-group.co.jp 
 

名  称 ：ミラクルチタン光触媒コート 

キャッチコピー ：環境に優しく環境保全に貢献 

主要顧客 ：国内主体 

自社開発製造の水溶性光触媒コート剤のミラク
ルチタン光触媒コート。用途は建築関係が多く、
屋外では外壁の防汚、NOxなどの低減による環
境浄化、屋内では消臭、抗菌、抗カビの効果を
発揮する。 
                      サインにコーティング 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業 種 ： 廃 棄 物 処 理 業      

 

主な技術など：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 

株式会社オガワエコノス     
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会社概要  

代表者 代表取締役 小川 勲 

所在地 広島県府中市高木町 502-10 

創業年 昭和 27 年 3 月 

資本金 １,000 万円 

従業者数 208 名 
 

連絡先  

担当者名 本山兼鵜飼工場長 井上 英樹 

電話 0847-45-2998 

ＦＡＸ 0847-45-5872 

メール eco-info@o-econos.com 

ホームページ http://www.o-econos.com 
 

名  称 ：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 

キャッチコピー ：RPFこそ、リサイクル時代にふさわしい新しいエネルギーです  

主要顧客 ：国内主体 

プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くずを原料
として、ＲＰＦ固形燃料に加工･製造。細かく破砕
し、廃棄物を溶融固化するため、精密書類や制服も
安心して処理できる。ＲＰＦは主として、熱乾燥や
発電用ボイラー燃料として使用されるサーマルリサ
イクルの一環。石炭に比べ、燃焼時のCO2発生量が 1/3少なく、環境にやさしい新
エネルギー。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：化学 

      

 

主な技術など：エフピコ方式の循環型リサイクル 

株式会社エフピコ      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 佐藤 守正 

所在地 広島県福山市曙町 1-13-15 

創業年 昭和 37 年 7 月 

資本金 131 億 5,062 万円 

従業者数 757名(エフピコグループ：4,173名） 
 

連絡先  

担当者名 環境対策室 冨樫 英治 

電話 03-5325-7809 

ＦＡＸ 03-5325-7811 

メール Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

ホームページ http://www.fpco.jp/ 
 

名  称 ：エコトレー、エコ APET 

キャッチコピー ：「トレーtoトレー」「ボトル toトレー」で CO2削減！ 

主要顧客 ：国内主体 

平成2年より使用済み食品トレーを回収し再び
トレーに再生する「トレーtoトレー」のリサイ
クル事業を開始。さらに使用済み透明容器、廃
ペットボトルからトレーへ再生する「ボトル to
トレー」のリサイクルにも着手している。回収
原料から再生される容器はバージントレーと比べ30％以上のCO2発生抑制
効果も検証されており、地球温暖化防止にも寄与している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：小売業 

      

 

主な技術など：ミラクルチタン光触媒コート 

株式会社大野石油店       
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会社概要  

代表者 代表取締役 大野 徹 

所在地 広島県広島市中区西白島町 22-15 

創業年 昭和 22 年 12 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 230 名 
 

連絡先  

担当者名 営業本部 北山 一郎 

電話 082-221-9107 

ＦＡＸ 082-223-5600 

メール kitayama.i@ohno-group.co.jp 

ホームページ http://www.ohno-group.co.jp 
 

名  称 ：ミラクルチタン光触媒コート 

キャッチコピー ：環境に優しく環境保全に貢献 

主要顧客 ：国内主体 

自社開発製造の水溶性光触媒コート剤のミラク
ルチタン光触媒コート。用途は建築関係が多く、
屋外では外壁の防汚、NOxなどの低減による環
境浄化、屋内では消臭、抗菌、抗カビの効果を
発揮する。 
                      サインにコーティング 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業 種 ： 廃 棄 物 処 理 業      

 

主な技術など：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 

株式会社オガワエコノス     
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会社概要  

代表者 代表取締役 小川 勲 

所在地 広島県府中市高木町 502-10 

創業年 昭和 27 年 3 月 

資本金 １,000 万円 

従業者数 208 名 
 

連絡先  

担当者名 本山兼鵜飼工場長 井上 英樹 

電話 0847-45-2998 

ＦＡＸ 0847-45-5872 

メール eco-info@o-econos.com 

ホームページ http://www.o-econos.com 
 

名  称 ：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 

キャッチコピー ：RPFこそ、リサイクル時代にふさわしい新しいエネルギーです  

主要顧客 ：国内主体 

プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くずを原料
として、ＲＰＦ固形燃料に加工･製造。細かく破砕
し、廃棄物を溶融固化するため、精密書類や制服も
安心して処理できる。ＲＰＦは主として、熱乾燥や
発電用ボイラー燃料として使用されるサーマルリサ
イクルの一環。石炭に比べ、燃焼時のCO2発生量が 1/3少なく、環境にやさしい新
エネルギー。 
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社ｈシン 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：  スーパーカイド 

株式会社カンサイ       
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 川本 義二 

所在地 
広島県広島市佐伯区五日市町石

内 460 

創業年 昭和 42 年 3 月 

資本金 1,840 万円 

従業者数 40 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部課長 藤岡 

電話 082-941-1641 

ＦＡＸ 082-941-1715 

メール fuioka@ekansai.co.jp 

ホームページ http://ekansai.co.jp 
 

名  称  : オーガニック スーパーカイド 

キャッチコピー ：土壌改良効果抜群 

主要顧客 ：国内主体 

良質な有機物を発酵、熟成させた理想の有機 
資材。 
土壌をいきいきさせ、活力ある健康な土として
生まれ変わり、あらゆる植物に豊かな収穫が 
期待できる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：造粒固化プラント  

株式会社北川鉄工所       
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 北川 祐治 

所在地 広島県府中市元町 77-1 

創業年 大正 7 年 3 月 

資本金 86 億 4,000 万円 

従業者数 1295 名 
 

連絡先  

担当者名 環境推進室 下江 忠明 

電話 0847-40-0545 

ＦＡＸ 0847-45-8614 

メール shimot@kiw.co.jp 

ホームページ http://www.kiw.co.jp 
 

名  称 ：ペレガイア（混練造粒機） 

キャッチコピー ：排出物を扱いやすい粒状にして再資源化 

主要顧客 ：国内主体 

建設汚泥や焼却灰を造粒・固化し、資材
へリサイクルするプラント。ペレガイア
は、攪拌・混練・造粒の 3つの機能を 1
台で持つ高性能混練造粒機。粉体から高
粘性材料まで様々な材料に対応。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境関連サービス 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：擁壁ブロック  

キョクトウ高宮株式会社     
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会社概要  

代表者 代表取締役 下岡 栄作 

所在地 広島県広島市東区光町 2-6-31 

創業年 平成 8 年 3 月 

資本金 1 億円 

従業者数 25 名 
 

連絡先  

担当者名 管理部 永岡 大樹 

電話 0826-59-0022 

ＦＡＸ 0826-57-0086 

メール dnagaoka@kkn.co.jp 

ホームページ http://www.kkn.co.jp/link/takamiya/ 
 

名  称 ：エコボックス 

キャッチコピー ：地下水との連続による水質改善の実現 

主要顧客 ：国内主体 

中空型の箱を積み上げて擁壁を構築す
ることができる技術。ブロックの組み合
わせにより擁壁の高さを任意に選ぶこ
とも可能。通水性に優れた護岸を形成
し、河川と提体の水脈の連続性が保た
れ、残留水圧の軽減、水質保全等の利点
を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペレガイア 

造粒固化プラント 

－ 19 －



－ 15 － 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など： 再生重油（LS重油） 

喜楽鉱業株式会社 広島総合工場  
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会社概要  

代表者 小宮山 雅弘 

所在地 
広島県山県郡北広島町新氏神

72-2 

創業年 昭和 48 年 5 月 

資本金 9,947 万円 

従業者数 53 名 
 

連絡先  

担当者名 環境事業部分析室 中西 喜孝 

電話 0826-72-7707 

ＦＡＸ 0826-72-7708 

メール hiroso@kiraku-k.com 

ホームページ http://www.kiraku-k.com 
 

名  称 ：再生重油（LS重油） 

キャッチコピー ：再生重油の生産から販売までの一貫システム 

主要顧客  ：国内主体 

当社のLS重油は、鉱物潤滑油のみをベースとし、
最新の設備によって燃料油として生まれ変わる。
廃油の回収から、再生、販売まで一貫システムで
供給。硫黄分、窒素分などは一般A重油より低い
高品質を誇る。大容量の備蓄タンクをはじめ、 
全国各地の配送ネットワークを通じての安定供給、 また原油価格に左右され 
にくいため、重油に比べ安価、安定価格で供給できる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（生活関連型） 

      

 

主な技術など：生分解性プラスチック 

クリーンアース・ホールディングス株式会社  
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会社概要  

代表者 代表取締役会長 久保河内 豊 

所在地 広島県広島市中区上八丁堀 7-1 

創業年 平成 12 年 7 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 5 名 
 

連絡先  

担当者名 常務 吉田 晋 

電話 082-222-9381 

ＦＡＸ 082-222-9382 

メール nihon-flex@yahoo.co.jp 

ホームページ http://www.clean-earth.net 
 

名  称 ：クリーンスターチ・エコロジーシステム 

キャッチコピー ：もっともっと地球と仲良くするために 

主要顧客 ：国内外 

トウモロコシのでんぷんをベースとした、ハイ
ブリットペレットの製造。これを原料として成
型加工された樹脂製品は、土に埋めると分解さ
れ土に還る。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：ステンレスの溶接焼け取り用資材 

株式会社ケミカル山本      
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会社概要  

代表者 代表取締役 山本 正登 

所在地 
広島県広島市佐伯区五日市町 

美鈴園 17-5 

創業年 昭和 57 年 6 月 

資本金 1,600 万円 

従業者数 53 名（会社全体） 
 

連絡先  

担当者名 取締役副社長 上田 隆 

電話 0829-30-0820 

ＦＡＸ 0829-20-2253 

メール ueda@chemical-y.co.jp 

ホームページ http://www.chemical-y.co.jp/ 
 

名  称 ：ステンレスの溶接焼け取り用電源器及び電解液 

キャッチコピー ：毒劇物を使用しない安心・安全な中性塩電解焼け取り技術 

主要顧客 ：国内主体 

社長の山本は定年退職後、毒劇物該当の硝フッ
酸の使用を伴う劣悪なステンレスの酸洗作業を
安全な環境に転換することを目的に、６価クロ
ム対策も施した中性塩電解技術を開発し、女性
でも楽しくできる快適作業を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔クリーンスターチを使った 
商品例：日用品〕 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 
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会社概要  

代表者 代表取締役 山本 正登 

所在地 
広島県広島市佐伯区五日市町 

美鈴園 17-5 

創業年 昭和 57 年 6 月 

資本金 1,600 万円 

従業者数 53 名（会社全体） 
 

連絡先  

担当者名 取締役副社長 上田 隆 

電話 0829-30-0820 

ＦＡＸ 0829-20-2253 

メール ueda@chemical-y.co.jp 

ホームページ http://www.chemical-y.co.jp/ 
 

名  称 ：ステンレスの溶接焼け取り用電源器及び電解液 

キャッチコピー ：毒劇物を使用しない安心・安全な中性塩電解焼け取り技術 

主要顧客 ：国内主体 

社長の山本は定年退職後、毒劇物該当の硝フッ
酸の使用を伴う劣悪なステンレスの酸洗作業を
安全な環境に転換することを目的に、６価クロ
ム対策も施した中性塩電解技術を開発し、女性
でも楽しくできる快適作業を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔クリーンスターチを使った 
商品例：日用品〕 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：上層、下層路盤材 

広愛産業株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役 野村 徳光 

所在地 
バイオ事業部 

広島県三原市小泉町 241-4 

創業年 昭和 39 年 3 月 

資本金 1,400 万円 

従業者数 9 名 
 

連絡先  

担当者名 林 茂生 

電話 0848-60-9840 

ＦＡＸ 0848-60-9844 

メール kouai1219@ksh.biglobe.ne.jp 

ホームページ http://www.koai.jp/ 
 

名  称 ：上層、下層路盤材 

キャッチコピー ：環境にやさしいさまざまなリサイクル 

主要顧客 ：国内主体 

人と環境にやさしい２１世紀の廃棄物処理、当
社はさまざまな試みにチャレンジしている。 
コンクリート・アスファルトを路盤材にしてリ
サイクル、その他、木くずのチップ化、建設残
土の再資源化、バイオによるごみの減容化など
に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：建設業 

      

 

主な技術など：C-Block 

株式会社河本組        
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会社概要  

代表者 代表取締役 河本 和雄 

所在地 
広島県山県郡安芸太田町 

大字遊谷 665-1 

創業年 昭和 28 年 3 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 27 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役 河本 淳一 

電話 0826-28-2317 

ＦＡＸ 0826-28-2708 

メール kiroku@koumotogumu.co.jp 

ホームページ http://www.koumotogumi.co.jp / 
 

名  称 ：C-Block 

キャッチコピー ：積み木感覚で作る濃い木質空間 

主要顧客 ：国内主体 

CLTパネル製造過程で出る端材を有効活用。
ブロックなので持ち運びが楽なうえ、組み合
わせ次第で空間を自由に埋めることができ
る。また、梁下をブロックで埋めると、耐震
補強や断熱効果が期待できる。   
※特許出願中 

 

 

 

 

 

 

環境分野：排水処理 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：浮上油回収分離装置、排水浄化装置 

広和エムテック株式会社     
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会社概要  

代表者 代表取締役 山本 英雄 

所在地 広島県福山市引野町 5-15-9 

創業年 昭和 45 年 

資本金 1,000 万円 

従業者数 15 名 
 

連絡先  

担当者名 山本 英雄 

電話 084-943-7734 

ＦＡＸ 084-943-9934 

メール info@kowa-m.co.jp 

ホームページ http://www.kowa-m.co.jp/ 
 

名  称 ：浮上油回収分離装置、排水浄化装置 

キャッチコピー ：浮上油回収分離装置 

主要顧客 ：国内主体 

浮上油・浮遊物の回収・分離装置、排水処理のため
の固液分離・油水分離装置を開発してきた浮上油 
回収において独自の吸入口を持つQポット。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型）

 

主な技術など：WATER WITH GREEN 

株式会社こっこー        
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会社概要  

代表者 代表取締役 槙岡 達真 

所在地 広島県呉市広多賀谷 1-9-30 

創業年 昭和 26 年 6 月 

資本金 9,900 万円 

従業者数 334 名  
 

連絡先  

担当者名 SS 営業統括リーダー 山根 武志 

電話 082-536-0120 

ＦＡＸ 082-536-0125 

メール yamane.t@cocco-at.jp 

ホームページ http://www.cocco-at.jp 
 

名  称 ：WATER WITH GREEN 

キャッチコピー ：雨水を利用し水やりの手間と費用を削減した緑化システム 

主要顧客 ：国内主体 

廃ガラスを主原料とした軽量発泡資材（スーパーソル）
を使用した貯水システムおよび緑化システム。雨水貯留
槽、揚水柱、システム専用土からなる構造。スーパーソ
ルを使用したシステム専用土の乾燥に呼応し、雨水貯留
槽から揚水柱を通じて、システム専用土の適度な水分を
供給する省管理型緑化技術。貯水システムは、断水時などの雑用水として活用可能。
スーパーソルは沖縄の株式会社トリムが開発、プラントを全国に販売。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物・リサイクル 業種：建設業 

 

      

 

主な技術など：ブリケット溶解システム 

三建産業株式会社         
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 大田 公生 

所在地 
広島県広島市安佐南区伴西

3-1-2 

創業年 昭和 24 年 8 月 

資本金 9,500 万円 

従業者数 150 名 
 

連絡先  

担当者名 プロジェクト営業部  佐々井  

電話 082 (849) 6790 

ＦＡＸ 082 (849) 6890  

メール sasaik@sanken-sangyo.co.jp 

ホームページ http://www.sanken-sangyo.co.jp/ 
 

名  称 ：アルミブリケット溶解システム  

キャッチコピー：アルミ切粉溶解に安心と安全を 

主要顧客 ：国内外 

本技術は切粉前処理工程における火災等の諸問題
の解決と高歩留りの達成を目的としてユーザと協
同開発したアルミ切粉材の新しい溶解システム。 
自社製溶湯循環ポンプと長年培ってきた溶解シス
テムの組み合わせにより従来難しかったアルミブリケット材を安心且つ
高歩留りで溶解する事を可能とした画期的システム。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：金属含存廃液からの金属回収技術 

株式会社山陽レック       
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会社概要  

代表者 代表取締役 中川 明雄 

所在地 
広島県広島市安佐北区大林町 

字人甲6-1 

創業年 昭和 52 年 8 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 28 名 
 

連絡先  

担当者名 次長 森田 辰明  

電話 082-818-8002 

ＦＡＸ 082-818-8003 

メール morita@sanyo-rec.co.jp 

ホームページ http://www.sanyo-rec.co.jp 
 

名  称 ：金属含存廃液からの金属回収技術 

キャッチコピー ：金属含有廃液から金属マテリアルリサイクルをします 

主要顧客 ：国内主体 

新規硫化物法と水酸化物法が同時に稼動できる
廃液リサイクル施設を有し、処理困難物で危険
といわれている特別管理産業廃棄物(特定有害
物)の処理が可能。廃液中の金属イオンを濃縮し
て山元還元するとともに、有害廃液処理を施す
など、お客様へトータルソリューションを提供。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型）

 

主な技術など：WATER WITH GREEN 

株式会社こっこー        

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 49 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 槙岡 達真 

所在地 広島県呉市広多賀谷 1-9-30 

創業年 昭和 26 年 6 月 

資本金 9,900 万円 

従業者数 334 名  
 

連絡先  

担当者名 SS 営業統括リーダー 山根 武志 

電話 082-536-0120 

ＦＡＸ 082-536-0125 

メール yamane.t@cocco-at.jp 

ホームページ http://www.cocco-at.jp 
 

名  称 ：WATER WITH GREEN 

キャッチコピー ：雨水を利用し水やりの手間と費用を削減した緑化システム 

主要顧客 ：国内主体 

廃ガラスを主原料とした軽量発泡資材（スーパーソル）
を使用した貯水システムおよび緑化システム。雨水貯留
槽、揚水柱、システム専用土からなる構造。スーパーソ
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槽から揚水柱を通じて、システム専用土の適度な水分を
供給する省管理型緑化技術。貯水システムは、断水時などの雑用水として活用可能。
スーパーソルは沖縄の株式会社トリムが開発、プラントを全国に販売。 
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ホームページ http://www.sanyo-rec.co.jp 
 

名  称 ：金属含存廃液からの金属回収技術 

キャッチコピー ：金属含有廃液から金属マテリアルリサイクルをします 

主要顧客 ：国内主体 

新規硫化物法と水酸化物法が同時に稼動できる
廃液リサイクル施設を有し、処理困難物で危険
といわれている特別管理産業廃棄物(特定有害
物)の処理が可能。廃液中の金属イオンを濃縮し
て山元還元するとともに、有害廃液処理を施す
など、お客様へトータルソリューションを提供。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：廃材破砕選別機械装置 

三蓉エンジニアリング株式会社  
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会社概要  

代表者 代表取締役 梶川 守夫 

所在地 
広島県呉市中央 1-6-9 

センタービル呉駅前 403 

創業年 平成 13 年 4 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 8 名 
 

連絡先  

担当者名 梶川 守夫 

電話 0823-60-5000 

ＦＡＸ 0823-60-5001 

メール kajikawa@sanyoeng.jp 

ホームページ http://biomass-hasaiki.jp/ 
 

名  称 ：廃材破砕選別機械装置 

キャッチコピー ：破砕・選別・技術を通じて木材リサイクルに貢献 

主要顧客 ：国内主体 

当社は木材の破砕、選別技術を通じて、再生可能な資
源やエネルギーである木材を徹底的に活用する循環型
社会の確立を目指し、木質バイオマス資源の熱利用に
よるCO2削減、地球環境の保全に貢献する企業。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：建設業 

      

 

主な技術など： レストム工法 

株式会社三洋基礎        
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会社概要  

代表者 代表取締役 石川 友洋 

所在地 
広島県広島市安佐南区沼田町 

大字吉山 10474-5 

創業年 昭和 48 年 7 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 2１名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 石川 友洋 

電話 082-830-4848 

ＦＡＸ 082-830-4849 

メール info@sanyokiso.co.jp 

ホームページ http://www.sanyokiso.co.jp/ 
 

名  称 ：レストム工法（建設汚泥再資源化工法） 

キャッチコピー ：人と共に未来を想う 

主要顧客 ：国内主体 

建築現場から発生した汚泥や泥土を、現場内で活きた土に再生し、確実な再資源化
を目指す技術。以下の特長がある。 
①処理土は第２種(800KN/m3)以上の強度。 
②土壌環境基準値をクリアした土。 
③PHは９以下で直接緑化が可能。 
④自然由来重金属の不溶出化を実現する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：排水処理 業種：卸売業 

      

 

排水処理設備 

株式会社伸友          
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会社概要  

代表者 代表取締役 横藤田 晋 

所在地 広島県福山市一文字町 14-31 

創業年 昭和 43 年 11 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 25 名 
 

連絡先  

担当者名 常務取締役 橋本 達夫 

電話 084-982-5805 

ＦＡＸ 084-982-5808 

メール info@shinyuu.co.jp 

ホームページ http://www.shinyuu.co.jp 
 

名  称 ：排水処理設備 

キャッチコピー：美しい地球環境を未来へ伝えるために 

主要顧客 ：国内主体 

美しい地球環境を未来へ伝えるために、お客様とともに様々な課題に取
り組んでいる。たとえばごみ処理問題、廃棄物問題、大気汚染の防止、
水処理や騒音や振動の防止策など、その対象は幅広く多彩。 
次世代に伝える地球環境的視野を基本としている。 
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環境分野：土壌、水質浄化 業種：研究、技術サービス      

 

主な技術など：災害用手動浄水装置 

第一コンテク株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 西川 済 

所在地 
広島県広島市安佐北区安佐町 

飯室 4847-1 

創業年 昭和 32 年 2 月 

資本金 3,500 万円 

従業者数 22 名 
 

連絡先  

担当者名 西川 済 

電話 082-835-3616 

ＦＡＸ 082-835-3617 

メール wnishikawa@dcontech.co.jp 

ホームページ http://www.dcontech.co.jp/ 
 

名  称 ：災害用手動浄水装置 ENO 

キャッチコピー ：防災機器の決定版 

主要顧客 ：国内主体 

①災害時、電源なしに、川やプールから飲料水、     
生活用水の確保を実現。 

②手押しポンプ式で、電源が不要の為、ライフ 
ラインが途絶えた際も稼働する事が出来る。 

③RO膜搭載型・UF膜搭載型・UFポータブル・ 
MF ポータブル４種類のラインナップを揃え
ている。  

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：建設業 

 

      

 

主な技術など：ジオグリーン・ワークス 

株式会社竹中土木 広島支店       
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会社概要  

代表者 広島支店長 川﨑 邦男 

所在地 広島県広島市中区橋本町 10-10 

創業年 昭和 16 年 6 月 

資本金 70 億円 

従業者数 34 名 
 

連絡先  

担当者名 営業グループ 課長 杉町 兼宏 

電話 082-222-7400 

ＦＡＸ 082-222-7401 

メール sugimachi-k@takenaka-doboku.co.jp 

ホームページ http://www.takenaka-doboku.co.jp 
 

名  称 ：ジオクリーン・ワークス 

キャッチコピー ：土壌汚染リスクに対し、トータルにサポートします 

主要顧客  ：国内主体 

土壌汚染リスクに対するお客様の様々なニーズに対応し、最適な土壌調
査・対策計画、その後の対策工事からモニタリング、開発工事に至るま
で、ジオクリーン・ワークス（竹中の土壌汚染対策ソリューション）で
トータルにサポートします。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境関連サービス  業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など： 環境調査及び環境影響評価 

中電技術コンサルタント株式会社  
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会社概要  

代表者 取締役社長 末國 光彦 

所在地 広島県広島市南区出汐 2-3-30 

創業年 昭和 40 年 7 月 

資本金 1 億円 

従業者数 370 名 
 

連絡先  

担当者名 事業企画部 福原 和顕 

電話 082-256-3362 

ＦＡＸ 082-251-0302 

メール fukuhara@cecnet.co.jp 

ホームページ http://www.cecnet.co.jp 
 

名  称 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 

キャッチコピー ：高度な専門技術と技術シナジーを発揮し地域づくりに貢献 

主要顧客 ：国内主体 

技   術   名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生 
活環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、 
自然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を 
基軸とした未来につながる地域づくりのために、総合技 
術力を発揮し、多様な要望へのご対応が可能。 
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環境分野：土壌、水質浄化 業種：研究、技術サービス      

 

主な技術など：災害用手動浄水装置 

第一コンテク株式会社      
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 西川 済 

所在地 
広島県広島市安佐北区安佐町 

飯室 4847-1 

創業年 昭和 32 年 2 月 

資本金 3,500 万円 

従業者数 22 名 
 

連絡先  

担当者名 西川 済 

電話 082-835-3616 

ＦＡＸ 082-835-3617 

メール wnishikawa@dcontech.co.jp 

ホームページ http://www.dcontech.co.jp/ 
 

名  称 ：災害用手動浄水装置 ENO 

キャッチコピー ：防災機器の決定版 

主要顧客 ：国内主体 

①災害時、電源なしに、川やプールから飲料水、     
生活用水の確保を実現。 

②手押しポンプ式で、電源が不要の為、ライフ 
ラインが途絶えた際も稼働する事が出来る。 

③RO膜搭載型・UF膜搭載型・UFポータブル・ 
MF ポータブル４種類のラインナップを揃え
ている。  

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：建設業 

 

      

 

主な技術など：ジオグリーン・ワークス 

株式会社竹中土木 広島支店       
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会社概要  

代表者 広島支店長 川﨑 邦男 

所在地 広島県広島市中区橋本町 10-10 

創業年 昭和 16 年 6 月 

資本金 70 億円 

従業者数 34 名 
 

連絡先  

担当者名 営業グループ 課長 杉町 兼宏 

電話 082-222-7400 

ＦＡＸ 082-222-7401 

メール sugimachi-k@takenaka-doboku.co.jp 

ホームページ http://www.takenaka-doboku.co.jp 
 

名  称 ：ジオクリーン・ワークス 

キャッチコピー ：土壌汚染リスクに対し、トータルにサポートします 

主要顧客  ：国内主体 

土壌汚染リスクに対するお客様の様々なニーズに対応し、最適な土壌調
査・対策計画、その後の対策工事からモニタリング、開発工事に至るま
で、ジオクリーン・ワークス（竹中の土壌汚染対策ソリューション）で
トータルにサポートします。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境関連サービス  業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など： 環境調査及び環境影響評価 

中電技術コンサルタント株式会社  
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会社概要  

代表者 取締役社長 末國 光彦 

所在地 広島県広島市南区出汐 2-3-30 

創業年 昭和 40 年 7 月 

資本金 1 億円 

従業者数 370 名 
 

連絡先  

担当者名 事業企画部 福原 和顕 

電話 082-256-3362 

ＦＡＸ 082-251-0302 

メール fukuhara@cecnet.co.jp 

ホームページ http://www.cecnet.co.jp 
 

名  称 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 

キャッチコピー ：高度な専門技術と技術シナジーを発揮し地域づくりに貢献 

主要顧客 ：国内主体 

技   術   名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生 
活環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、 
自然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を 
基軸とした未来につながる地域づくりのために、総合技 
術力を発揮し、多様な要望へのご対応が可能。 
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環境分野：環境調和型製品 業種：卸売業 

 

主な技術など：食品資源リサイクル機器 

株式会社テックコーポレーション  
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会社概要  

代表者 代表取締役  中本 義範 

所在地 
広島県広島市中区三川町 2−6 

くれしん広島ビル 9F 

創業年 昭和 59 年 4 月 

資本金 7,000 万円 

従業者数 140 名 
 

連絡先  

担当者名 技術本部長 佐々木 大五郎 

電話 082-247-1100 

ＦＡＸ 082-247-6161 

メール info@techcorporation.co.jp 

ホームページ http://www. techcorporation.co.jp 
 

名  称 ：食品資源リサイクル機器「マジックバイオくん」 

キャッチコピー ：生ごみは、土が食べてくれる！ 

主要顧客 ：国内主体 

「環境に適した生ゴミ処理の方法とは」
その答えは自然の中にある。 自然に生息
する微生物の働きを生ゴミ処理に利用。 
生ゴミに含まれる有機物を水蒸気と炭酸
ガスに分解し、数時間で生ゴミを約 90％
減容。 毎日発生する大量の生ゴミも、効
率よく処理できる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：産業廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：産業廃棄物処理のコンサルティング 

東広商事株式会社         
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会社概要  

代表者 代表取締役 篠原 幸一 

所在地 
広島県東広島市黒瀬町小多田

19-92 

創業年 昭和 54 年 6 月 

資本金 1,500 万円 

従業者数 48 名 
 

連絡先  

担当者名 佐々木 浩 

電話 0823-36-3901 

ＦＡＸ 0823-36-0910 

メール sasaki@toukousyouji.co.jp 

ホームページ http://www.tokosyoji/com 
 

名  称 ：産業廃棄物処理・リサイクルのコンサルティング 

キャッチコピー ：コンサルティング リサイクル 

主要顧客 ：国内主体 

当社は、ISO14001、ISO9001、ISO27001の認証を取得し、「顧客の信頼と満足
をいつ・どこでも提供できる誠意と品質」をモットーに、ゼロエミッション対応を
通して循環型社会構築に貢献すべく、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、リサイク
ルのコンサルティングに取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業(加工組立型) 

      

 

主な技術など： 木質バイオマスガス発生装置 

有限会社東根製作所      
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会社概要  

代表者 代表取締役  東根 秀幸 

所在地 広島県尾道市向島町 5576-3 

創業年 昭和 60 年 10 月 

資本金 300 万円 

従業者数 4 名 
 

連絡先  

担当者名 東根 秀幸 

電話 0848-44-1393 

ＦＡＸ 0848-44-3680 

メール touneseisaku@deluxe.ocn.ne.jp 

ホームページ － 
 

名  称 ：木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」  

キャッチコピー ：CO2の排出量の発生をおさえた化石燃料を使用しないエコ
 主要顧客 ：国内主体 

木質ペレット、竹ペレット、アシ、ヨシ草のペ
レットをガス化炉に投入して、点火は 200V、
400W、電気ヒーター40分。点火後大気空気を
利用してガスを発生し、発生したガスからター
ル、酢液を取り除き、ガスタンクに溜め、温水
ボイラーのバーナーで燃焼させ温水を利用。またガス
タンクから直接ガスを利用し、発電気エンジンの燃料として発電が可能。 

 

 「ミライトーン」 
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社ｈシン 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境コンサルティング 

株式会社東和テクノロジー    
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会社概要  

代表者 代表取締役 友田 啓二郎 

所在地 広島県広島市中区広瀬北町 3-11 

創業年 平成 19 年 4 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 40 名 
 

連絡先  

担当者名 営業部長 打海 智行 

電話 082-297-8700 

ＦＡＸ 082-295-3216 

メール sales@technology.co.jp 

ホームページ http://www.technology.co.jp 
 

名  称 ：環境コンサルティング 

キャッチコピー ：持続可能な社会の実現に向けた情報・技術を提供する 

主要顧客 ：国内主体 

1.廃棄物処理、処分業、廃棄物の管理に関する 
コンサルティング 

2.環境保全対策へのコンサルティング 
3.低炭素社会、３Rの推進による循環型社会形成に    
関するコンサルティング。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌・水質浄化 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 土壌・水質浄化 

戸田工業株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 寳來 茂 

所在地 広島県広島市南区京橋町 1-23 

創業年 文政 6 年 

資本金 74 億 7,700 万円 

従業者数 349 名 
 

連絡先  

担当者名 恵古 博志、 岩原 功二郎 

電話 03-5439-6040 

ＦＡＸ 03-5439-6045 

メール webmaster@todakogyo.co.jp 

ホームページ http://www.todakogyo.co.jp 
 

名  称 ：土壌・地下水浄化材「ＲＮＩＰ」、水処理用吸着剤「ＡＭF」 

 キャッチコピー ：VOC、重金属を原位置急速浄化！「ＲＮＩＰ」 

主要顧客  ：国内主体 

RNIPは、水素化脱塩素反応により土壌中 VOCを急速浄化。また同時に
重金属類の不溶化・無害化も可能。微粒子のため拡散性が良く深層の汚
染も原位置注入法で処理可能。AMFは、排水中のフッ素、ヒ素、リンな
どを吸着・回収。凝集沈殿法よりも汚泥発生量の削減、省スペース化を
実現。燃焼活性触媒 TIC・ROKは、元来酸化鉄が持つ ’’反応する相手物
質を酸化(燃焼)させる触媒活性作用’’ を最大限に引き出した酸化鉄であ
り、完全燃焼を促進しダイオキシンの発生を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止  業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など： もみ殻固形燃料製造機 

株式会社トロムソ        
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会社概要  

代表者 代表取締役  橋本 俊隆 

所在地 広島県尾道市因島重井町 5265 

創業年 平成 19 年 3 月 

資本金 300 万円 

従業者数 7 名 
 

連絡先  

担当者名 常務取締役 井場 和男 

電話 0845-24-3344 

ＦＡＸ 0845-24-3181 

メール info@tromso.co.jp  

ホームページ http://www.tromso.co.jp 
 

名  称 ：もみ殻固形燃料モミガライト製造機「グラインドミル」  

キャッチコピー ：もみ殻は地球が生んだ貴重な天然資源 

主要顧客 ：国内外 

固形燃料「モミガライト」の成形機能と擂り潰
しもみ殻の異なる製品の製造が、もみ殻投入か
ら１工程で可能。“シンプル イズ ベスト” をコ
ンセプトに開発したもみ殻固形燃料製造装置。
もみ殻固形燃料「モミガライト」の特色は、   
①硫黄・窒素酸化物を含まず、②新たな CO2 
発生せず、③安価、④10年超の長期保存可能、⑤優れた燃焼力 

 

 

 

 

 

 

 
もみ殻固形燃料製造装置 
“グラインドミル” 
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社ｈシン 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境コンサルティング 

株式会社東和テクノロジー    
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会社概要  

代表者 代表取締役 友田 啓二郎 

所在地 広島県広島市中区広瀬北町 3-11 

創業年 平成 19 年 4 月 

資本金 2,000 万円 

従業者数 40 名 
 

連絡先  

担当者名 営業部長 打海 智行 

電話 082-297-8700 

ＦＡＸ 082-295-3216 

メール sales@technology.co.jp 

ホームページ http://www.technology.co.jp 
 

名  称 ：環境コンサルティング 

キャッチコピー ：持続可能な社会の実現に向けた情報・技術を提供する 

主要顧客 ：国内主体 

1.廃棄物処理、処分業、廃棄物の管理に関する 
コンサルティング 

2.環境保全対策へのコンサルティング 
3.低炭素社会、３Rの推進による循環型社会形成に    
関するコンサルティング。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌・水質浄化 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： 土壌・水質浄化 

戸田工業株式会社        
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 寳來 茂 

所在地 広島県広島市南区京橋町 1-23 

創業年 文政 6 年 

資本金 74 億 7,700 万円 

従業者数 349 名 
 

連絡先  

担当者名 恵古 博志、 岩原 功二郎 

電話 03-5439-6040 

ＦＡＸ 03-5439-6045 

メール webmaster@todakogyo.co.jp 

ホームページ http://www.todakogyo.co.jp 
 

名  称 ：土壌・地下水浄化材「ＲＮＩＰ」、水処理用吸着剤「ＡＭF」 

 キャッチコピー ：VOC、重金属を原位置急速浄化！「ＲＮＩＰ」 

主要顧客  ：国内主体 

RNIPは、水素化脱塩素反応により土壌中 VOCを急速浄化。また同時に
重金属類の不溶化・無害化も可能。微粒子のため拡散性が良く深層の汚
染も原位置注入法で処理可能。AMFは、排水中のフッ素、ヒ素、リンな
どを吸着・回収。凝集沈殿法よりも汚泥発生量の削減、省スペース化を
実現。燃焼活性触媒 TIC・ROKは、元来酸化鉄が持つ ’’反応する相手物
質を酸化(燃焼)させる触媒活性作用’’ を最大限に引き出した酸化鉄であ
り、完全燃焼を促進しダイオキシンの発生を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止  業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など： もみ殻固形燃料製造機 

株式会社トロムソ        
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会社概要  

代表者 代表取締役  橋本 俊隆 

所在地 広島県尾道市因島重井町 5265 

創業年 平成 19 年 3 月 

資本金 300 万円 

従業者数 7 名 
 

連絡先  

担当者名 常務取締役 井場 和男 

電話 0845-24-3344 

ＦＡＸ 0845-24-3181 

メール info@tromso.co.jp  

ホームページ http://www.tromso.co.jp 
 

名  称 ：もみ殻固形燃料モミガライト製造機「グラインドミル」  

キャッチコピー ：もみ殻は地球が生んだ貴重な天然資源 

主要顧客 ：国内外 

固形燃料「モミガライト」の成形機能と擂り潰
しもみ殻の異なる製品の製造が、もみ殻投入か
ら１工程で可能。“シンプル イズ ベスト” をコ
ンセプトに開発したもみ殻固形燃料製造装置。
もみ殻固形燃料「モミガライト」の特色は、   
①硫黄・窒素酸化物を含まず、②新たな CO2 
発生せず、③安価、④10年超の長期保存可能、⑤優れた燃焼力 

 

 

 

 

 

 

 
もみ殻固形燃料製造装置 
“グラインドミル” 
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環境分野：環境調和型製品 業種：設計・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 

      

 

主な技術など：環境にやさしいストーブ 

日鋼設計株式会社           
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会社概要  

代表者 代表取締役社長  有江 一 

所在地 
広島県広島市安芸区船越南 1-6 

-1 

創業年 昭和 54 年 4 月 

資本金 2,500 万円 

従業者数 192 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部 折出 

電話 082-822-7653 

ＦＡＸ 082-823-6491 

メール osamu_oride@jsw.co.jp 

ホームページ http://www.nikkosekkei.co.jp 
 

名  称 ：木質バイオマスペレットを燃料とするストーブ 

キャッチコピー ：木質バイオマス燃料を使用する環境にやさしいストーブ  

主要顧客 ：国内主体 

木質バイオマスペレットを燃料としているため
「カーボンニュートラル」という概念より燃焼し
ても実質的な地球上の二酸化酸素は増加しない。
温風は燃焼室と完全に分離され、ファンより吹き
出すので、部屋の空気も汚さず、点火、消火時の
臭いがない。広島市のグッドデザイン賞エコロジ
ーデザイン部門で奨励賞を受賞。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・計測 

 

 

 

 

 

主な技術など：環境調査業務 

株式会社日本総合科学      
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会社概要  

代表者 代表取締役  近本肥于 

所在地 広島県福山市箕島町南丘 399-46 

創業年 昭和 62 年 9 月 

資本金 8,800 万円 

従業者数 58 名（会社全体）44 名（事業所） 
 

連絡先  

担当者名 総務部 部長 藤井浩雅 

電話 084-981-0181 

ＦＡＸ 084-981-0171 

メール sohmu@ntsc.co.jp 

ホームページ http://www.ntsc.co.jp 
 

名  称 ：環境調査業務 

キャッチコピー ：人と環境との調和をめざして 

主要顧客 ：国内主体 

自然環境調査、生活環境調査、環境影響評価、
遺伝子解析、各種測定分析（ダイオキシン類・
放射能・アスベスト・土壌汚染・飲料水・産
業廃棄物・水質・大気・食品・異物・農業用
土壌診断等）を、各登録認可を受け正確・迅速・研究をモットーに専門
スタッフが業務を推進。「人と環境との調和」、「食の安全安心」を願い、
最新の知識・技術の習得に努め、年々高度に要求される精度管理に対応。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル  業種：専門、技術サービス業 主な技術など： 高温好気発酵技術 

日本ミクニヤ株式会社 中国支店 
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会社概要  

代表者 代表取締役  田中 秀宜 

所在地 広島県広島市南区出島 1-11-14 

創業年 昭和 60 年 10 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 155 名（会社全体）23 名（中国支店） 
 

連絡先  

担当者名 環境防災部 主任 大森誠紀 

電話 082-251-3928 

ＦＡＸ 082-251-3988 

メール ohmori@mikuniya.co.jp 

ホームページ http://www.mikuniya.jp/ 
 

名  称 ：有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」  

キャッチコピー ：有機性廃棄物の有効利用の方法について提案します！ 

主要顧客 ：国内主体 

高温好気発酵技術を用いた有機廃棄物発酵
分解処理装置（ミシマックス）の特徴は、余
剰汚泥・生ごみ・畜糞等を 24時間で約 95%
減容化できること。処理量は、小規模（日
25kg）～大規模（日 15t）まで対応可能であり、
担体としてのチップの入替は半年に 1回。公設試験場等にて品質・性能
検査済の装置。温度環境耐久性および微生物による脱臭装置を有する。 
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環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、専門、技術サービス業 主な技術など：データ収集管理システム 

ヒロコン株式会社       
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会社概要  

代表者 代表取締役  和田裕幸 

所在地 
広島県広島市安佐南区中須

1-16-10 

創業年 昭和 60 年 10 月 

資本金 3,430 万円 

従業者数 １７名 
 

連絡先  

担当者名 総務企画課 武村正則 

電話 082-831-0121 

ＦＡＸ 082-876-1599 

メール takemura@hiro-con.co.jp 

ホームページ http: www.hiro-con.co.jp 
 

名 称：①ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ対応情報交換器 ②ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ表面反応測定装置 

キャッチコピー ：①環境測定器からのデータ収集 ②金属の耐食性測定 

主要顧客 ：国内主体 

①環境測定器からのデータを、タブレット等を利用し 
演算･編集･収集管理。GPS や無線を利用し移動体で
の観測やサーバでのデータ収集管理が可能。 

②金属表面の電位分布から腐食状況、電位変動から
さびの安定化度（耐食性）を非接触で測定。塗装面
下の腐食測定についても研究開発中で、保護塗装の
状態計測に対応していく。 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境に係わる技術およびノウハウ 

一般財団法人広島県環境保健協会 
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会社概要  

代表者 理事長 佐藤 均 

所在地 広島県広島市中区広瀬北町 9-1 

創業年 昭和 32 年 12 月 

資本金 1 億円 

従業者数 226 名 
 

連絡先  

担当者名 松尾 陽子 

電話 082-293-1511 

ＦＡＸ 082-293-1520 

メール youko.matsuo@kanhokyo.or.jp 

ホームページ http://www.kanhokyo.or.jp 
 

名  称 ：環境に係わる技術およびノウハウ 

キャッチコピー ：「みんなの生命（いのち）をまもりたい」が基本理念！ 

主要顧客 ：国内主体 

「みんなの生命を守りたい」を基本理念

に掲げ、飲料水・食品の安全安心を守る

ための検査分析、地域社会の環境を守る

ための大気、水質、騒音・振動、生物な

どの各種環境調査・コンサルタント事業

を通じて社会に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：土地改良ノウハウ、次世代固形燃料製

 株式会社松浦組          

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 69 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 松浦 嚴紀 

所在地 広島県福山市東手城町 1-30-35 

創業年 昭和 36 年 9 月 

資本金 8,000 万円 

従業者数 52 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部長 徳山 

電話 084-941-3630 

ＦＡＸ 084-941-3659 

メール info@matsuura-rc.co.jp 

ホームページ http://www.matsuura-rc.co.jp/index.html 
 

名  称 ：再生アスファルト合材プラント 

キャッチコピー ：土質改良プラントの構築・運営コンサルティング 

主要顧客 ：国内主体 

当社は廃棄物の排出時から、分別方法やリサイクル方法について打ち合
わせを行い、排出事業者に最適な処理方法を提案。 
「アスファルトガラの受入」と「再生アスファルトの供給」という 2つ
のビジネスを展開できる「再生アスファルト合材プラント」の提案。 
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環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、専門、技術サービス業 主な技術など：データ収集管理システム 

ヒロコン株式会社       
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会社概要  

代表者 代表取締役  和田裕幸 

所在地 
広島県広島市安佐南区中須

1-16-10 

創業年 昭和 60 年 10 月 

資本金 3,430 万円 

従業者数 １７名 
 

連絡先  

担当者名 総務企画課 武村正則 

電話 082-831-0121 

ＦＡＸ 082-876-1599 

メール takemura@hiro-con.co.jp 

ホームページ http: www.hiro-con.co.jp 
 

名 称：①ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ対応情報交換器 ②ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ表面反応測定装置 

キャッチコピー ：①環境測定器からのデータ収集 ②金属の耐食性測定 

主要顧客 ：国内主体 

①環境測定器からのデータを、タブレット等を利用し 
演算･編集･収集管理。GPS や無線を利用し移動体で
の観測やサーバでのデータ収集管理が可能。 

②金属表面の電位分布から腐食状況、電位変動から
さびの安定化度（耐食性）を非接触で測定。塗装面
下の腐食測定についても研究開発中で、保護塗装の
状態計測に対応していく。 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境に係わる技術およびノウハウ 

一般財団法人広島県環境保健協会 
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会社概要  

代表者 理事長 佐藤 均 

所在地 広島県広島市中区広瀬北町 9-1 

創業年 昭和 32 年 12 月 

資本金 1 億円 

従業者数 226 名 
 

連絡先  

担当者名 松尾 陽子 

電話 082-293-1511 

ＦＡＸ 082-293-1520 

メール youko.matsuo@kanhokyo.or.jp 

ホームページ http://www.kanhokyo.or.jp 
 

名  称 ：環境に係わる技術およびノウハウ 

キャッチコピー ：「みんなの生命（いのち）をまもりたい」が基本理念！ 

主要顧客 ：国内主体 

「みんなの生命を守りたい」を基本理念

に掲げ、飲料水・食品の安全安心を守る

ための検査分析、地域社会の環境を守る

ための大気、水質、騒音・振動、生物な

どの各種環境調査・コンサルタント事業

を通じて社会に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：土地改良ノウハウ、次世代固形燃料製

 株式会社松浦組          
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会社概要  

代表者 代表取締役 松浦 嚴紀 

所在地 広島県福山市東手城町 1-30-35 

創業年 昭和 36 年 9 月 

資本金 8,000 万円 

従業者数 52 名 
 

連絡先  

担当者名 総務部長 徳山 

電話 084-941-3630 

ＦＡＸ 084-941-3659 

メール info@matsuura-rc.co.jp 

ホームページ http://www.matsuura-rc.co.jp/index.html 
 

名  称 ：再生アスファルト合材プラント 

キャッチコピー ：土質改良プラントの構築・運営コンサルティング 

主要顧客 ：国内主体 

当社は廃棄物の排出時から、分別方法やリサイクル方法について打ち合
わせを行い、排出事業者に最適な処理方法を提案。 
「アスファルトガラの受入」と「再生アスファルトの供給」という 2つ
のビジネスを展開できる「再生アスファルト合材プラント」の提案。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：次世代固形燃料製造 

株式会社マルシン       
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会社概要  

代表者 代表取締役 島 五男 

所在地 広島県安芸高田市吉田町上入江 

創業年 平成元年 5 月 

資本金 3,000 万円 

従業者数 28 名 
 

連絡先  

担当者名 専務 金島 聡吏 

電話 0826-43-0717 

ＦＡＸ 0826-43-0878 

メール satosi41@dream.ocn.ne.jp 

ホームページ － 
 

名  称 ：次世代固形燃料製造 

キャッチコピー ：廃棄物をエネルギーとして使おう! 

主要顧客 ：国内主体 

当社は廃棄物の排出時から、分別方法やリサイク
ル方法について打ち合わせを行い、排出事業者に
最適な処理方法を提案。 
マテリアルリサイクル・サーマルリサイクルのご
提案で、リサイクル率のUPに貢献。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：その他（レンタル業） 

      

 

主な技術など：グリスバキューマシステム 

株式会社丸八          
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会社概要  

代表者 代表取締役 古玉 貴重 

所在地 広島県福山市松永町 351-3 

創業年 昭和 12 年 9 月 

資本金 1,200 万円 

従業者数 32 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 古玉 貴重 

電話 084-933-2431 

ＦＡＸ 084-934-0363 

メール kodama@maru-hachi.co.jp 

ホームページ http://www.maru-hachi.co.jp 
 

名  称 ：グリスバキューマシステム 

キャッチコピー ：すべての排水溝の浮上油自動回収装置 

主要顧客 ：国内主体 

グリストラップ（排水ピット）の浮上油を自動的且つスピ
ーディに回収し、排水処理水の負荷の軽減を図ると共に、
従来廃棄物であった回収油をリサイクル及びリユースする
ことを目的とする。食品工場（食用油）及び精密機械、 
アスファルト合材、解体業等の工場の油（鉱物油・機械油）
の回収に優れている。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（加工組立型）      

 

主な技術など：PPバンド細断機「PiPi太郎」 

株式会社明和工作所        
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会社概要  

代表者 代表取締役 菊田 晴中 

所在地 広島県福山市千田町 4-14-12 

創業年 大正 14 年 4 月 1 日 

資本金 9,500 万円 

従業者数 40 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 菊田 晴中 

電話 084-955-2122 

ＦＡＸ 084-955-3597 

メール meiwa@kk-miw.com 

ホームページ http://kk-miw.com 
 

名  称 ：PPバンド細断機「PiPi太郎」 

キャッチコピー ：かさばる PPバンドをコンパクトに 

主要顧客 ：国内主体 

用済の PP バンドを歯車で回すカッターで粉砕し、
運搬を容易にして大量な運搬を可能にする機械。 
細断された PPバンドはリサイクル性に優れ、 
資源のリサイクルに貢献する。 
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環境分野：廃棄物の処理・ﾘｻｲｸﾙ 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： フロン類の破壊・再生 

メキシケム・ジャパン株式会社   
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 駒井 亨 

所在地 
三原製造所 

広島県三原市円一町 1 丁目 1-1 

創業年 平成 4 年 5 月 

資本金 7 億 2,000 万円 

従業者数 70 名（会社全体） 50 名（事業所） 
 

連絡先  

担当者名 総務部 大沢 至 

電話 03-5462-8663 

ＦＡＸ 03-5462-8698 

メール itaru.osawa@mexichem.com 

ホームページ http://www.mexichemfluor.co.jp/ 
 

名  称 ：フロン類の破壊・再生 

キャッチコピー ：大規模破壊設備、高純度再生、全国物流ネットワーク 

主要顧客 ：国内主体 

平成 14年、当社はフロン回収破壊法の施行と同時に国
内第一号となる「フロン類破壊業者」として主務大臣よ
り許可を取得。また、産業廃棄物処分業の認可を取得し
ており、ガス状、液状にかかわらず多種のフルオロカー
ボン類の分解処理（破壊）が可能。また、三原製造所の
HFC-134aの製造設備の一部を利用し、回収された 134aの高純度再生
を行っており、今後、再生対象フロン類を増やしていく予定。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止 業種：建設業 主な技術など：粉塵抑制装置 

株式会社メンテックワールド   
 

74 技術・製品概要 
 

会社概要  

代表者 代表取締役  小松 節子 

所在地 
広島県東広島市八本松飯田

2-2-1 

創業年 昭和 36 年 10 月 

資本金 9,674 万円 

従業者数 150 名（会社全体）44 名(事業所) 
 

連絡先  

担当者名 総務部人事労務課 内藤 秀樹 

電話 082-436-4800 

ＦＡＸ 082-497-4200 

メール soumu@mentecworld.co.jp 

ホームページ  http://mentecworld.co.jp 
 

名  称 ：ダストバスタ、ミストネット 

キャッチコピー ：環境に優しい安全設計 

主要顧客 ：国内主体 

目に見えなる粉塵はもとより、人体に影響を及ぼす最も
危険な目に見えない微細な粒度の粉塵を制御するため
に開発。 
粉塵問題はダストバスタが解決。泡のブランケットで 
確実かつ効率よいダスト抑圧。 
ミストネットは浮遊粉塵捕捉システム。空中に漂うあら
ゆる粉塵をミスト（霧）のネットで一網打尽。 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：卸売業 

      

 

主な技術など：OA機器小型家電のリサイクル 

安田金属株式会社       

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 75 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 安田 秀吉 

所在地 広島県廿日市市木材港北 4-60 

創業年 昭和 24 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 85 名 
 

連絡先  

担当者名 製綱原料部 執行役員 天野 勲 

電話 090-4654-2420 

ＦＡＸ 0829-32-2933 

メール i-amano@yasudaeco.co.jp 

ホームページ http://www.yasudaeco.co.jp 
 

名  称 ：小型家電・OA機器のリサイクル 

キャッチコピー ：リサイクル率 90％以上のリサイクルの高い技術を保有 

主要顧客 ：国内主体 

小型家電Ｒ法の再資源化事業認定業者。高品位の小型
家電、OA機器を手解体し、リサイクルする為、埋立
てに回る残渣の発生が少なく、リサイクル率が 90%
以上に達する。低品位の小型家電はリサイクルプラン
トにより破砕、選別を行い、同等のリサイクル率を達
成。又、製造過程で発生する鉄系、紙系の産廃全てを
リサイクルする事に留意した提案を行い、これに沿った作業工程を作っている。 
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環境分野：廃棄物の処理・ﾘｻｲｸﾙ 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： フロン類の破壊・再生 

メキシケム・ジャパン株式会社   
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会社概要  

代表者 代表取締役社長 駒井 亨 

所在地 
三原製造所 

広島県三原市円一町 1 丁目 1-1 

創業年 平成 4 年 5 月 

資本金 7 億 2,000 万円 

従業者数 70 名（会社全体） 50 名（事業所） 
 

連絡先  

担当者名 総務部 大沢 至 

電話 03-5462-8663 

ＦＡＸ 03-5462-8698 

メール itaru.osawa@mexichem.com 

ホームページ http://www.mexichemfluor.co.jp/ 
 

名  称 ：フロン類の破壊・再生 

キャッチコピー ：大規模破壊設備、高純度再生、全国物流ネットワーク 

主要顧客 ：国内主体 

平成 14年、当社はフロン回収破壊法の施行と同時に国
内第一号となる「フロン類破壊業者」として主務大臣よ
り許可を取得。また、産業廃棄物処分業の認可を取得し
ており、ガス状、液状にかかわらず多種のフルオロカー
ボン類の分解処理（破壊）が可能。また、三原製造所の
HFC-134aの製造設備の一部を利用し、回収された 134aの高純度再生
を行っており、今後、再生対象フロン類を増やしていく予定。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：大気汚染防止 業種：建設業 主な技術など：粉塵抑制装置 

株式会社メンテックワールド   
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会社概要  

代表者 代表取締役  小松 節子 

所在地 
広島県東広島市八本松飯田

2-2-1 

創業年 昭和 36 年 10 月 

資本金 9,674 万円 

従業者数 150 名（会社全体）44 名(事業所) 
 

連絡先  

担当者名 総務部人事労務課 内藤 秀樹 

電話 082-436-4800 

ＦＡＸ 082-497-4200 

メール soumu@mentecworld.co.jp 

ホームページ  http://mentecworld.co.jp 
 

名  称 ：ダストバスタ、ミストネット 

キャッチコピー ：環境に優しい安全設計 

主要顧客 ：国内主体 

目に見えなる粉塵はもとより、人体に影響を及ぼす最も
危険な目に見えない微細な粒度の粉塵を制御するため
に開発。 
粉塵問題はダストバスタが解決。泡のブランケットで 
確実かつ効率よいダスト抑圧。 
ミストネットは浮遊粉塵捕捉システム。空中に漂うあら
ゆる粉塵をミスト（霧）のネットで一網打尽。 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：卸売業 

      

 

主な技術など：OA機器小型家電のリサイクル 

安田金属株式会社       
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会社概要  

代表者 代表取締役 安田 秀吉 

所在地 広島県廿日市市木材港北 4-60 

創業年 昭和 24 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 85 名 
 

連絡先  

担当者名 製綱原料部 執行役員 天野 勲 

電話 090-4654-2420 

ＦＡＸ 0829-32-2933 

メール i-amano@yasudaeco.co.jp 

ホームページ http://www.yasudaeco.co.jp 
 

名  称 ：小型家電・OA機器のリサイクル 

キャッチコピー ：リサイクル率 90％以上のリサイクルの高い技術を保有 

主要顧客 ：国内主体 

小型家電Ｒ法の再資源化事業認定業者。高品位の小型
家電、OA機器を手解体し、リサイクルする為、埋立
てに回る残渣の発生が少なく、リサイクル率が 90%
以上に達する。低品位の小型家電はリサイクルプラン
トにより破砕、選別を行い、同等のリサイクル率を達
成。又、製造過程で発生する鉄系、紙系の産廃全てを
リサイクルする事に留意した提案を行い、これに沿った作業工程を作っている。 
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環境分野：大気汚染防止 業種：研究、技術サービス 

      

 

廃ゴム乾留炭化物、廃カーボンの舗装への活用技術 

株式会社米倉社会インフラ技術研究所   

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 76 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 米倉 亜州夫 

所在地 広島県広島市中区南竹屋町 5-12 

創業年 平成 22 年 9 月 

資本金 300 万円 

従業者数 3 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 米倉 亜州夫 

電話 082-249-6021 

ＦＡＸ 082-249-6021 

メール asuo-yonekura@yonekura-infra.com 

ホームページ http://www.yonekura-infra.com 
 

名  称  ：炭化物添加によるアスファルト舗装の長寿命化技術 

キャッチコピー ：廃ゴム炭化物の有効活用によるアスファルト舗装長寿命化 

主要顧客 ：国内主体 

廃ゴム炭化物または廃カーボンをポーラスアスファルト舗
装に有効活用する技術。廃タイヤ等を燃やさずに、長寿命
化のために含有されているカーボンブラックを取出したも
の（乾留炭化物と称している）や廃棄カーボンブラックを
ポーラスアスファルト舗装に有効活用することで二酸化炭
素排出削減に貢献。また炭化物の架橋効果と紫外線遮蔽効果 
によってアスファルト舗装の強度増進と紫外線劣化防止を達成し、長寿命化を実現。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：土壌、水質浄化 業種：製造業（基礎素材型） 主な技術など：鋳鉄製パネル枠工法 

アボンコーポレーション株式会社  
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会社概要  

代表者 代表取締役社長  松村 憲吾 

所在地 山口県防府市牟礼今宿 1-18-14 

創業年 昭和 19 年 3 月 

資本金 580 万円 

従業者数 6 名 
 

連絡先  

担当者名 営業 松村 憲吾 

電話 0835-28-3702 

ＦＡＸ 0835-28-3703 

メール abongcorp@ymail.plala.or.jp 

ホームページ http://www.chutaro.info 
 

名  称 ：鋳鉄製パネル枠工法「鋳田籠（ちゅうたろう）」 

ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ  ：ダクタイル鋳鉄を用いた「環境調和・省力型」の根固め/護岸工 

主要顧客  ：国内主体 

「昔からある鋳鉄だから安心」 鋳田籠は古くから 
リサイクルを繰返し使われてきた鋳鉄素材のカゴ砕 
に石材を詰める土木工法に使う製品です。河川増水 
時の洗掘などを防ぐ役割をします。特徴①施工が早 
い。特徴②耐久性、耐食性に優れる。特徴③環境に 
やさしい。国土交通省 NETIS登録 No.CG-990046-V 
山口県認定リサイクル製品，広島県登録リサイクル製品。 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など： せきそうフィット製品 

宇部協立産業株式会社       
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会社概要  

代表者 代表取締役 井町 光利 

所在地 山口県宇部市大字川上字石仏 555 

創業年 昭和 36 年 4 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 24 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 井町 光利 

電話 0836-31-3088 

ＦＡＸ 0836-31-9599 

メール kyoei@msi.biglobe.ne.jp 

ホームページ http//uks.jp/ 
 

名  称 ：せきそうフィット（粒状物固定具） 

キャッチコピー ：環境にやさしい砂利舗装 

主要顧客 ：国内主体 

粒状物（砕石、玉砂利、アスファルト）を固定し、
車輌の通行や歩行による敷面の変形を防止し、美観
を保ち続けることができる用具。 
施工時に特殊な重機を使用しない為、他の舗装工法
と比較して CO²が削減できる。また、素材はポリエ
チレンを使用している為、環境に優しい製品。 
施工事例として神社砂利敷面、駐車場などがある。 
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環境分野：騒音・振動防止 業種：建設業 

 

      

 

主な技術など：多孔質セラミック吸音材製造技術 

小田建設株式会社 ＯＤＫ技術研究センター 
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会社概要  

代表者 代表取締役 小田 和生 

所在地 山口県萩市大字椿東中ノ倉 2233 

創業年 昭和 3 年 4 月 

資本金 2,535 万円 

従業者数 3５名 
 

連絡先  

担当者名 白神 英一 

電話 08388-2-2520 

ＦＡＸ 08388-2-2522 

メール odakensetsu@haginet.ne.jp 

ホームページ http://odk-center.com 
 

名  称 ：キュート萩 セラミック吸音タイル・吸音レンガ 

キャッチコピー：音環境のコントロールに適している環境にやさしい製品 

主要顧客 ：国内主体 

フライアッシュ・高炉スラグ（リサイ
クル）・ウォラストナイトを主原料と
し、断熱性・耐火性・耐久性・意匠性
にすぐれ、軽量で加工が簡単な多孔質
セラミック吸音材。【適応例】音防止・音響設計材料として、劇場、スタ
ジオ、学校校舎及び体育館の内壁、原子力発電所関連施設、エンジンテ
ストルーム・ディーゼル発電所排気ダクト内壁等への導入多数。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：その他（砕石業） 

      

 

主な技術など： 焼却灰安定化固化製品 

株式会社鹿野興産 
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会社概要  

代表者 代表取締役 田村 謙治 

所在地 山口県周南市大字金峰 4300 

創業年 昭和 48 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

 従業者数 16 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役会長 田村 節男 

電話 0834-68-2713 

ＦＡＸ 0834-68-2987 

メール info@kanokosan.co.jp 

ホームページ http://www.kanokosan.co.jp 
 

名  称 ：再生ビーズ RB 

キャッチコピー ：軽くてよく固まります。 
 主要顧客 ：国内主体 

火力発電から排出される石炭灰を高炉
セメントや生石灰、清水と一緒に混練
することで、自然の砕石のように無害
で軽くて強度の高い石資材を生成して
いる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：ブランチブロック工法  

キッコウ・ジャパン株式会社   
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会社概要  

代表者 代表取締役 吉村 隆顕 

所在地 山口県美弥市西厚保町原 1675-2 

創業年 大正 7 年 3 月 

資本金 4,788 万円 

従業者数 20 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 吉村 隆顕 

電話 0837-58-0151 

ＦＡＸ 0837-58-0181 

メール info@kikkouen.com 

ホームページ http://www.kikkouen.com/ 
 

名  称 ：ブランチブロック 

キャッチコピー ：ブランチブロック工法 

主要顧客 ：国内主体 

本技術はブランチブロック枠で連続一体化できる空石積工法であるコンク
リートを使用しないので環境負荷の低減に貢献する。 
NETIS の推奨技術
となった。 
台湾で8000㎡の 
実績もあり。 
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環境分野：騒音・振動防止 業種：建設業 

 

      

 

主な技術など：多孔質セラミック吸音材製造技術 

小田建設株式会社 ＯＤＫ技術研究センター 
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会社概要  

代表者 代表取締役 小田 和生 

所在地 山口県萩市大字椿東中ノ倉 2233 

創業年 昭和 3 年 4 月 

資本金 2,535 万円 

従業者数 3５名 
 

連絡先  

担当者名 白神 英一 

電話 08388-2-2520 

ＦＡＸ 08388-2-2522 

メール odakensetsu@haginet.ne.jp 

ホームページ http://odk-center.com 
 

名  称 ：キュート萩 セラミック吸音タイル・吸音レンガ 

キャッチコピー：音環境のコントロールに適している環境にやさしい製品 

主要顧客 ：国内主体 

フライアッシュ・高炉スラグ（リサイ
クル）・ウォラストナイトを主原料と
し、断熱性・耐火性・耐久性・意匠性
にすぐれ、軽量で加工が簡単な多孔質
セラミック吸音材。【適応例】音防止・音響設計材料として、劇場、スタ
ジオ、学校校舎及び体育館の内壁、原子力発電所関連施設、エンジンテ
ストルーム・ディーゼル発電所排気ダクト内壁等への導入多数。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：その他（砕石業） 

      

 

主な技術など： 焼却灰安定化固化製品 

株式会社鹿野興産 
  

技術・製品概要 80 
 

会社概要  

代表者 代表取締役 田村 謙治 

所在地 山口県周南市大字金峰 4300 

創業年 昭和 48 年 1 月 

資本金 1,000 万円 

 従業者数 16 名 
 

連絡先  

担当者名 取締役会長 田村 節男 

電話 0834-68-2713 

ＦＡＸ 0834-68-2987 

メール info@kanokosan.co.jp 

ホームページ http://www.kanokosan.co.jp 
 

名  称 ：再生ビーズ RB 

キャッチコピー ：軽くてよく固まります。 
 主要顧客 ：国内主体 

火力発電から排出される石炭灰を高炉
セメントや生石灰、清水と一緒に混練
することで、自然の砕石のように無害
で軽くて強度の高い石資材を生成して
いる。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：ブランチブロック工法  

キッコウ・ジャパン株式会社   
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会社概要  

代表者 代表取締役 吉村 隆顕 

所在地 山口県美弥市西厚保町原 1675-2 

創業年 大正 7 年 3 月 

資本金 4,788 万円 

従業者数 20 名 
 

連絡先  

担当者名 代表取締役 吉村 隆顕 

電話 0837-58-0151 

ＦＡＸ 0837-58-0181 

メール info@kikkouen.com 

ホームページ http://www.kikkouen.com/ 
 

名  称 ：ブランチブロック 

キャッチコピー ：ブランチブロック工法 

主要顧客 ：国内主体 

本技術はブランチブロック枠で連続一体化できる空石積工法であるコンク
リートを使用しないので環境負荷の低減に貢献する。 
NETIS の推奨技術
となった。 
台湾で8000㎡の 
実績もあり。 
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環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：製造業（基礎素材型） 

      

 

主な技術など：メスキュードシステム  

共英製鋼株式会社 山口事業所  
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会社概要  

代表者 取締役常務執行役員 大田 和義 

所在地 
山口県山陽小野田市大字小野田

6289-18 

創業年 昭和 22 年 8 月 

資本金 185 億 1,600 万円 

従業者数 735 名 
 

連絡先  

担当者名 メスキュード部メスキュード課  渡邉 雄大 

電話 0836-83-0709 

ＦＡＸ 0836-83-6709 

メール watanabe@kyoeisteel.co.jp 

ホームページ http://www. kyoeisteel.co.jp 
 

名  称 ：メスキュードシステム 

キャッチコピー ：電気炉をコアとした総合リサイクルシステム 

主要顧客 ：国内主体 

処理の難しい廃石綿、感染性医療廃棄物を 
はじめ、様々な産業廃棄物を安全かつ適切に 

完全無害化溶融する処理。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（加工組立型） 

      

 

主な技術など：多機能フィルター 

多機能フィルター株式会社    
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会社概要  

代表者 代表取締役 常村 忠生 

所在地 山口県下松市葉山 2-904-16 

創業年 平成 6 年 6 月 

資本金 5,000 万円 

従業者数 48 名 
 

連絡先  

担当者名 常務取締役 小池 常太 

電話 0833-46-4466 

ＦＡＸ 0833-46-4678 

メール info@takino.co.jp 

ホームページ http://www.takino.co.jp/ 
 

名  称 ：多機能フィルター 

キャッチコピー ：のり面の養生と自然環境の復元を可能にした養生シート 

主要顧客 ：国内主体 

のり面の土粒子の動きを止め、雨水等による侵食を防
止する「多機能フィルター」の製造・販売を行う。 
特に防災、および環境保全に優れた効果を持ち、全国
の開発工事、災害復興工事などに幅広く採用され、自
然復興に貢献。「緑と土と水の環境づくり優れた商品・
サービスを提供し、社会に貢献する」との思いで、環境変化やニーズの変化に対応
した土木資材・環境資材の提供に努める。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：排水処理 業種：建設業 主な技術など：吸水土のう水ピタ、固まるフレコンバッグ 

中村建設株式会社         
 

84 技術・製品概要 
 

会社概要  

代表者 代表取締役  中村 廣義 

所在地 山口県宇部市中山 1115-10 

創業年 昭和 37 年 1 月 

資本金 4,000 万円 

従業者数 25 名 
 

連絡先  

担当者名 事業部長 竹内 茂生 

電話 0836-21-5252 

ＦＡＸ 0836-21-5759 

メール info@nakamura-k.jp 

ホームページ http://www.nakamura-k.jp 
 

名  称 ：吸水ポリマー土のう水ピタ/固まるフレコンバッグ 

キャッチコピー ：水をもって水を制す 

主要顧客 ：国内主体 

水ピタ：約３分間水に浸すだけで体積が20倍
に膨らむ吸水土のう。軽くて薄く、土が不要で
保管性に優れている。東日本大震災では放射性
汚染水の漏水防止に使用された。 
固まるフレコンバッグ：セメント含浸マットを
活用したフレコンバッグ。水をかけるだけでス
レート並の強度に硬化し、耐久性も向上する。 
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環境分野：環境調和型製品 業種：製造業（加工組立型）      

 

主な技術など：ミタバイオ 

三田尻化学工業株式会社     
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会社概要  

代表者 代表取締役 岡村 幹男 

所在地 山口県防府市大字浜方 27-1 

創業年 昭和 11 年 7 月 1 日 

資本金 4,851 万円 

従業者数 18 名 
 

連絡先  

担当者名 管理部 友景 久美子 

電話 0835-22-3311 

ＦＡＸ 0835-22-3575 

メール proj2@mitajiri.co.jp 

ホームページ http://www/mitajiri.co.jp 
 

名  称 ：ミタバイオ 

キャッチコピー ：光合成細菌「P.S.B」その秘めたるパワーと働きは無限大 

主要顧客 ：国内主体 

はるかな太古から生命を育んできた地球。その
歴史の中であらゆる環境の変化に対応しながら
進化し、地球上の窒素、炭酸ガス、硫黄等のサ
イクルの主役として放線菌など他の有用微生物
とともに自然界の良好な生態系を保持している
細菌の一種である。当社ではこの菌の優れた特色を生かし、環境に優しい微生物資
材を販売。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：環境測定、分析、監視 業種：研究、技術サービス 

      

 

主な技術など：環境調査・水質検査・廃棄物分析 

公益財団法人山口県予防保健協会  
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会社概要  

代表者 理事長 小田 悦郎 

所在地 山口県山口市吉敷下東 3-1-1 

創業年 昭和 61 年 3 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 107 名（法人全体） 
 

連絡先  

担当者名 環境部環境検査グループ 大森 一世 

電話 083-933-0018 

ＦＡＸ 083-924-9458 

メール omori@yobou.or.jp 

ホームページ http://www.yobou.or.jp 
 

名  称 ：環境調査・水質検査・廃棄物分析 

キャッチコピー ：健康、安心・快適な生活環境作りに貢献 

主要顧客 ：国内主体 

国・県から登録・指定を受けた検査機関として、安心安全など生活環境保全に寄与
する調査・分析を行なう。 
〔主な業務〕 
飲用水検査、土壌汚染調査、環境アセスメント、環境調査、水質・大気・
騒音振動等の調査分析、微量 PCB 分析、作業環境測定等。 

 

 

 

 

 

 

環境分野：廃棄物処理・リサイクル 業種：廃棄物処理業 

      

 

主な技術など：脱塩・分離・改質 施設 

株式会社リライフ         
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会社概要  

代表者 代表取締役 橋本 ふくみ 

所在地 山口県周南市大字久米 3078-1 

創業年 平成元年 2 月 

資本金 9,500 万円 

従業者数 25 名 
 

連絡先  

担当者名 総務管理部 久保 智 

電話 0834-33-8685 

ＦＡＸ 0834-25-2856 

メール info@chutoku-g.co.jp 

ホームページ http://www.chutoku-g.co.jp 
 

名  称 ：高含水・高塩素汚泥のリサイクル技術 

キャッチコピー ：高含水・高塩素含有汚泥のリサイクル技術 

主要顧客 ：国内主体 

建設工事や工場などから排出される
高含水汚泥や、塩素を含んだ汚泥、
燃え殻をセメント原料になるよう
に、脱塩、分離し、ばいじん（石炭
灰）により改質処理する。 
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株式会社⾚松産業 環境・製品概要                   1 

廃棄物処理・リサイクル 

『雑草にお困りの⽅ 環境にやさしいウッドチップ舗装材 草難（そーなん）です！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：草難です 
技 術 名 ：天然⽊チップ舗装材 
技術や製品の概要 ：国内産の松、杉、ヒノキの間伐材等を叩いてつぶすこと

で繊維を維持したまま天然チップとし、そのチップを固
化材と混ぜて、⼀般家庭の庭や公共の公園等に敷き詰め
ることにより、防草、保⽔、透⽔、滑り⽌めの機能を提
供する商品。 

 
住所 ： ⿃取県⽇野郡⽇野町⾙原 13-1 
URL ： http://www.akamatu.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⾚松 敬四郎 
担当者名：取締役専務 ⾚松 雄⼀郎 
電話 ： 0859-72-6007 
ＦＡＸ ： 0859-72-6008 
e-mail ： info@akamatu.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽊材チップ 
・森林にて伐採した松、杉、ひのきの原⽊の幹の部分のみを使⽤

することにより 100%天然由来のチップを⽣成している。その
ため、施⼯後に不要となった場合でも、そのまま⼟に混ぜるこ
とが可能であり、ゴミを出すことはない。 

・原⽊を破砕する時に、⽊材の繊維と直⾏する⽅向から圧⼒をか
けて粉砕することにより、チップに繊維質の棘が残る。その棘
を使⽤してチップの硬化度を⾼めている。 

・⽊材チップを固化しているためコンクリートと⽐較して吸⽔性
と透⽔性に優れており、ヒートアイランド現象の抑制に繋がる。 

固化材 
・固化材も海⽔から⽣成される 100%天然由来の成分であり、そ

のまま⼟に混ぜることが可能となり、不要物となることはない。 
・繊維の残る天然⽊チップを、強度を保ち素早く固化するために、

100 種類以上の固化材を試⽤し、数年かけて最適な成分を⾒つ
けだすことに成功した。 

優位性  

・天然の原⽊と天然成分の固化材を材料として使⽤することで、100%天
然由来の舗装材としている。 

・繊維を残す破砕⽅法を確⽴し、舗装材としての強度を保ちつつ、
環境に優しいチップを⽣成できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 25 年度 ・⿃取県グリーン商品認定 

     

 
＜ヒートアイランド現象の緩和テスト結果＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・雑草を嫌う⾃宅の庭やお墓・公共施設の公園の舗装
材 

・⽔はけが悪くぬかるんで困っている所 
・夏の直射⽇光で暑くなる所 

導⼊実績  

・第 64 回全国植樹祭 式典会場 
・第 30 回全国都市緑化⿃取フエアー 
・ソーラー発電 個⼈宅の庭・墓 など 

⾼度化  

・ ヒートアイランド現象を抑制できる。 
・ ひざや腰に優しい舗装を実現できる。 

環境への貢献  

・ 間伐材を燃料として燃やすことなく、再利⽤する
ことで、CO2 削減に寄与できる。 

・ ヒートアイランド現象を抑制できる。 
・ 不要な場合に、そのまま⼟に戻せるため、ゴミ排

出量が０である。 

今後の課題  

・⾵化、劣化の低減それに伴う耐久性の向上 
・⾃然素材によるカラーバリエーション 
                              

知的財産権等取得状況  

・特許出願中 
・商標登録済「草難です」 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 
資 本 ⾦：2,500 万円 
従業員数：21 名 
事業内容：⼟⽊請負業、造園業、産業廃棄物の収集・ 

運搬・処理及び再⽣処理業、林業、古物商
（⾃動⾞商）、前各号に付帯する⼀切の 
業務 

 

企業の環境への想い  

物の豊かさを追い求めた現代社会は地球環境に⼤き
な負担を与え続けます。すべての企業活動を通じて地
球環境の保全に積極的に寄与し、豊かな⾃然環境を維
持し⼈の健康と地域の継続的発展を図っていけるよう
に⽬標をたて、その達成に努めたいと思います。 
 
 

 

 

 

 
 

 

施⼯前 施⼯後 
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廃棄物処理・リサイクル 

フラフ燃料(左)とペレット燃料(右) 

『紙おむつのゴミを地球を救う燃料へ！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：使⽤済み紙おむつ燃料化装置 
技 術 名 ：使⽤済み紙おむつの燃料化によるリサイクルシステム 
技術や製品の概要 ：これまで「処理⽅法がなく、埋⽴か焼却するしかない」と 

思われていた使⽤済み紙おむつのエネルギーリサイクル 
を可能にした製品。ポリ袋に⼊れたまま投⼊が出来、⾃動 
的に破砕・乾燥・脱臭・滅菌処理され、綿状のフラフ燃料 
が⽣成される。 

 
住所 ： ⿃取県⻄伯郡伯耆町丸⼭ 1800      

-26 ⼤⼭ガーデンプレイス内 
URL： http://www.superfaiths.com 
代表者 ：代表取締役 ⽊村 幸弘 
担当者名：樋野 康⼈ 
電話 ： 03-6903-5991 
ＦＡＸ ： 03-6903-5992 
e-mail ： info@superfaiths.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

同⼀の槽内で破砕・脱臭・滅菌処理された綿状の「フラフ燃料」は、成形機によってペレット化することにより、
輸送やハンドリングが容易で発熱量の⾼い（5,000kcal/kg 以上）「ペレット燃料」ができ、⽊質ペレットに代わ
り、バイオマスボイラーで燃料として使⽤することができる。（混焼も可能） 

 

優位性  

・処理⼯程において、⽔や薬液は⼀切使⽤せず、排⽔も⼀切出ないので、
環境負荷や感染の危険拡散の⼼配がない。 

・⽯油などの化⽯燃料の⾼騰や原発事故により、⾃然エネルギー
の活⽤と共に廃棄物燃料への評価は年々⾼まってきている。 

・ごみ焼却炉の延命（使⽤済み紙おむつは⽔分を多く含む為
燃えにくく、また⽯油製品を多く含む為、乾燥後は⾼熱燃焼
となり、炉を傷める要因となる。） 

・紙おむつはポリ袋に⼊ったまま投⼊できるため、汚物に接触する危険もなく、臭いの発⽣も無い。 
・焼却残渣の削減（紙おむつの成分である⾼吸⽔性ポリマーは、⽔分を抱えて離さない性質を持っているため）。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 東京都中⼩企業振興公社の推奨事業に選出 
� 平成 21 年度 東京都「トライアル発注認定制度」認定商品に選出 
� 平成 24 年度 ⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協会「第 20 回中国地域ニュービジネス特別賞」受賞 
� 平成 25 年度 フランス「1000 PIONEERS OF THE NEW WORLD」受賞 
� 平成 27 年度 ⼀般社団法⼈産業環境管理協会「資源循環技術・システム表彰 会⻑賞」受賞 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

地⽅⾃治体、廃棄物処理業者、病院介護施設 

導⼊実績  

・東京都町⽥市病院   300kg/⽇処理機 2 台 
・⿃取県伯耆町     600kg/⽇処理機 2 台 
・北海道富良野市    600kg/⽇処理機 1 台 
・岡⼭県廃棄物処理業者 600kg/⽇処理機 1 台 

⾼度化  

・使⽤済み紙おむつを燃料化し、地域内の温泉施設 
等で燃料として使⽤することで、資源循環型地域社
会を形成できる。 

・紙おむつの資源循環により、少⼦⾼齢化社会に 
適応した地域社会が形成できる。 

環境への貢献  

・⽔を⼀切使⽤しない為、環境負荷がない 
・紙おむつ燃料を使⽤することにより、化⽯燃料が  
不要となり、環境に貢献できる。 

・紙おむつの約 60％がパルプのため、燃焼時に CO2 

としてカウントされず、CO2 の排出削減につながる。

今後の課題  

 現在、病院や介護施設向けの⼩型の紙おむつ処理装
置（100kg/⽇程度）の開発をしており、⼩規模の 
排出事業者が導⼊できる体制を整えている。 

知的財産権等取得状況  

・国内特許（特許第 4045316） 
・中国特許（特許第 ZL2006 8 00214877.1） 
・⽶国、欧州、韓国、ブラジルで特許出願中 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 4 ⽉ 21 ⽇ 
資 本 ⾦：4,100 万円 
従業員数：4 名 
事業内容：使⽤済み紙おむつ燃料化装置の製造・販売 
 

 

企業の環境への想い  

少⼦⾼齢化に⽋かせない紙おむ
つは、⼤⼈⽤を中⼼に消費量が増え
る⼀⽅です。この紙おむつを、ゴミ
として焼却するのではなく、燃料と
して活⽤することで、環境に貢献し、
新しい社会システムを構築したい
と考えています。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『信頼の技術で未来を創造する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：おとなしくん（防振防⾳リサイクルゴムマット） 
EM パネル（リサイクルパネル） 

技 術 名 ：おとなしくん：廃棄ゴム製品の接着と熱プレス成型 
EM パネル：廃棄磁気テープの接着と⾼周波プレス成型 

技術や製品の概要 ： おとなしくん 廃棄されたゴムを粉砕して接着剤と混練
し、熱と圧⼒で成型してマットとして再利⽤する。 

EM パネル 廃棄された磁気テープを粉砕して接着剤と
混練し、熱と⾼周波及び圧⼒で成型しパネルとして再利
⽤する。 

 
住所 ： ⿃取県⻄伯郡伯耆町⼤殿 1241-1 
URL ： ― 
http://www.fujikasei-kk.com/index.html 
代表者 ：代表取締役 松本 敏秀 
担当者名：取締役総務部⻑ 道川 美冨  
電話 ： 0859-68-2721 
ＦＡＸ ： 0859-68-2723 
e-mail ： office@fujikasei-kk.com 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

熱プレス成型 ウェザーストリップ、ラジエターホース、V ベル
ト等の加⼯済みの廃棄ゴムを 6mm ⾓ほどに砕いて原料とし、
接着剤と混合し、加熱・加圧成型を⾏い、ゴムシートを⽣成す
る。⽣成済みのゴムを接着加圧成型する技術を保有するのは、
当社のみ。 

⾼周波プレス成型 廃磁気テープを粉砕した破⽚を原材料とし
て接着剤と混合した後、⾼周波熱プレスで加熱成型を⾏い、パ
ネルを⽣産する。 
廃磁気テープのマテリアルリサイクルとしては、国内唯⼀。 

優位性  

おとなしくん おとなしくんを敷設する事で軽量衝撃⾳を５ｄB低下さ
せる事ができ、発⽣⾳エネルギーを 1/3 にすることができる。⾼品質
が要求される⾃動⾞向け部品廃材を使⽤し、⾼品質でコストパフォー
マンスに優れている。 

EM パネル ⼨法安定性に優れ、連続した中空構造による断熱防⾳性能さらに物理的強度にも優れている。また、フェライト 
含有により、電磁波吸収特性を有している。燃焼性は、JIS 規格難燃３級レベル。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年 10 ⽉ 循環型社会形成の推進への功績にて環境⼤⾂から表彰 
� 平成 26 年度   リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰（略称：3R 推進功労者等表彰）で経

済産業⼤⾂賞を受賞  

＜おとなしくん(熱プレス成型)＞ 

＜EM パネル(⾼周波プレス成型)＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・おとなしくん：住宅向け防⾳材、⾃動⾞向け防振材 
       他 

・EM パネル ：薄畳⽤芯材、耐震スリット、電磁波 
吸収パネル他 

導⼊実績  

・おとなしくん： 
・住宅向け防⾳材として 6.3 万枚/年 
・⾃動⾞向け防振材として 5.5 万枚/年 

・EM パネル： 
・薄畳⽤芯材として 3 万枚/年 
・耐震スリット材として 4 万枚/年 

⾼度化  

熱プレス成型では、杉・ヒノキの⽪から作った紛体 
を成型して、屋上緑化材を作成した実績あり。 

環境への貢献  

廃ゴムのマテリアルリサイクルとして年間 700t、廃磁気テープのマテリアルリサイクルとして年間 700t の 
環境負荷軽減。 

今後の課題  

・廃ゴム再⽣マットの農機具メーカーへの⽤途開発 
・⾼周波プレス成型装置を利⽤した新商品開発 
 
 

知的財産権等取得状況  

・特開 2000-265005 防⾳マット及びその製造⽅法 
・特開 2000-025059 カール状に収縮させた磁気 

テープ⽚を⽤いたパネルの製造⽅法及びその装置 

企業概要  

創 業 年：昭和 41 年 8 ⽉ 8 ⽇ 
資 本 ⾦：7,900 万円 
従業員数：44 名 
事業内容：・断熱材の製造販売 

・FRP ⽤芯材の製造販売 
・廃ゴム再⽣マットの製造販売 
・廃磁気テープ再⽣パネルの製造販売 
・硬質発泡ウレタンのスライス加⼯ 

 

企業の環境への想い  

当社のリサイクル事業は使⽤す
るエネルギー量も少なく、環境への
負荷も⼩さいと考えております。 

また、外断熱材事業も、住宅の省
エネルギー、住宅の⻑寿命化を通じ
て地球環境への負荷を⼩さくする
⾮常に有意義な事業と考えており
ます。これらの事業を発展させ継続
させるのが使命と考えております。 

         
＜おとなしくん施工例＞             ＜薄畳＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『臭くない⽣ごみ処理装置』 

技術・製品の基本情報 

技術・製品名 ：エコデリーター 

技 術 名 ：セラミックボールを⽤いた液化分解式⽣ごみ処理装置 

技術や製品の概要 ：セラミックボールに微⽣物を担持させ、投⼊した⽣ごみ 

短時間で微⽣物分解し、排⽔として浄化槽や下⽔道に 

流せるシステムを確⽴している。 

 
住所 ： ⿃取県⽶⼦市福市 859 
URL ： http:// fsk-japan.com/ 
代表者 ： 代表取締役 藤森 久⼠ 
担当者名：専務取締役 藤森 久雄 
電話 ： 0859-26-1132 
ＦＡＸ ： 0859-26-1133 
e-mail ： info@fsk-japan.com 

技術・製品の特徴、優位性 

技術・製品の特徴 
セラミックボールを⽤いた⽣ごみ処理機 

・菌床のセラミックボールは無機物であるため微⽣物分解時に⽔質へ影響せず、また、
摩耗しにくいため菌床の補充頻度も少ない。 

・円形でばらけやすい形状であるため常に空気層を確保でき、
堆肥式と⽐べて空気を吹き込まなくても酸⽋による悪臭の
発⽣がなく、屋内設置も可能としている。 

・常に⽔に濡れたウエットな環境のため堆肥式の様な乾燥度に
より菌叢が変化するような不安定さもなく、常に微⽣物相が
安定し、分解スピードを⼀定に保つことができる。 

・微⽣物分解された⽣ごみは排⽔として下⽔道や浄化槽に流せ
るので、堆肥式の様なコンポストの処分に困ることがない。 

・菌床がセラミックであることから、発⽣する⽣ごみの分解液
は不純物も少なく植物への利⽤制限が少ない。そのため安⼼
して液肥に利⽤することが可能。 

・『エコボール』は強固な上、表⾯が微細な凹凸であるので、投⼊した⽣ゴミや残渣物を短時間で擂り潰す事が
可能で⼀般的な⽣ゴミ処理機のように前処理⽤の破砕機を必要としない。 

優位性 
・他社⽅式と⽐較して、菌床が球状のセラミックであるため排⽔の悪臭が少ない。 
・摩耗しにくいので頻繁な菌床の補充回数も少なくメンテナンス性に優れている。 
・排⽔に菌床が混⼊することが少ないのでグリストラップなどの併⽤も可能で排⽔濃度も低い。 
・排⽔の液肥利⽤実績も多数有している点が他社との⼤きな違いとなっている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー） 
� 平成１８年度 ⿃取県創造技術研究開発事業 

� 平成２４年  弊社の⽣ごみ処理技術により他社企業にて、液肥が⿃取県のグリーン商品に認定 

� 平成２６年度 ⿃取県リサイクル技術・製品実⽤化事業 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野 
学校給⾷、病院、⽼健施設、社員⾷堂、スーパーマーケット、旅館、ホテル、

などの⾷品廃棄物を排出する事業者 

導⼊実績 
・納⼊台数 約 350 台。官公庁分野にも実績多数。 
・10 年超の⻑期稼働物件も多い。 

⾼度化 
・厨房メーカーとの専属提携により、厨芥処理機との連動を可能とし、⽣ごみ
に触らないまま排⽔まで分解できる衛⽣的で省⼒化に有利な全⾃動システム。 

環境への貢献 
・⽣ごみを運搬・焼却しないで処分が可能なため、CO2 削減や焼却炉の⻑寿命 

化に貢献。 

・単に⽣ごみを分解するだけではなく、液肥として有効利⽤も可能であり、 
リサイクル分野にも貢献。 

今後の課題 

 従来、耐久性などを考慮し、最⼤で 350kg/⽇の機種
までしか製作していなかったが、⼤型の需要も多く、
お客様のご要望に応えるべく 500kg/⽇以上の機種の
製造を検討している。 
 

知的財産権等取得状況 

・特許取得---『⾷品加⼯残渣分解装置』願第 135319 号 

・登録商標---『ECODELETER』 登録第 4569942 号 
 

企業概要 

創 業 年：昭和 57 年 9 ⽉ 

資 本 ⾦：2,000 万円 

従業員数：5 名 

事業内容：・業務⽤排⽔に関する機器の開発・製造・販売 

・⾷品加⼯における鮮度保持に関する機器の開発・製造・販売 

・脱臭・防カビ・害⾍駆除・クリーンルーム等の環境浄化機器
の開発・製造・販売 

・⽔耕栽培・ビニールハウス栽培における機器の開発・製造・
販売 

・活⿂⽔槽・⽔産養殖⽤に関する機器の開発・製造・販売 

・全⾃動空気解凍機器の開発・製造・販売 

・業務⽤⽣ゴミ分解装置の開発・製造・販売 

 

企業の環境への想い 

弊社は創業 30 余年の間、⼀貫し

て、⾷品の製造に関わるメーカー様

の省⼒化、衛⽣管理、省エネシステ

ムを開発し、サポートして⾏くこと

で、間接的ではありますが、環境改

善に対してお役に⽴てればと⽇々、

精進しております。 

＜屋内設置例＞ 

＜屋外設置例＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『省⼒・省電⼒ ⽯膏ボード分別処理装置』  

技術・製品の基本情報  

 
技術・製品名 ：プラスターボシリーズ 
技 術 名 ：⽯膏ボード分別処理機 
技術や製品の概要 ：投⼊した廃⽯膏ボードに、１対の回転ロールで両サイド

から圧⼒をかけ、内側の⽯膏部分のみを破壊し、両⾯紙
と⽯膏⽚に純度良く分離する。 

 
住所    ：⿃取県⻄伯郡南部町天萬 1937 
URL  ： http://www.h-circus.com 
代表者 ：代表取締役 細⽥ 稔 
担当者名：営業管理  細⽥ 由美⼦ 
電話   ： 0859-48-3977 
ＦＡＸ  ： 0859-48-3978 
e-mail  ：info@h-circus.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

圧縮ロール 
 分離⼯程（プラスターボ）に投⼊された

廃⽯膏ボードは、１対の回転ロールによ
り両サイドから圧⼒がかかり、⽯膏板が
内部破壊を起こし、純度の⾼い両⾯紙と
⽯膏⽚に分離される。 

ピンロール 
外部排出しやすい⼤きさに紙を破る。 

紙送りスクリュー 
 紙を外部に排出する。 
⽯膏送りスクリュー 
 ⽯膏粉を次⼯程に送り、外部に排出する。 

優位性  

・廃⽯膏ボードの、内部の⽯膏部分のみを破壊することで、分離した⽯膏⽚に混⼊する紙分を少なくする。 
・第⼀⼯程で両⾯紙と⽯膏⽚に分離されるため、廃⽯膏ボードの投⼊から排出までの⼯程がスピーディ。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成１５年度 ・中⼩企業庁⻑官賞 受賞（第２９回優秀環境装置表彰） 
� 平成１６年度 ・第 12 回中国地域ニュービジネス⼤賞 最優秀賞受賞  

・中国経済産業局賞 受賞  
� 平成１９年度 ・循環型社会形成推進功労者 知事賞受賞  

・循環型社会形成推進功労者 環境⼤⾂賞受賞 

 



 

 

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・産業廃棄物業者における分別中間処理 
・建設業者における⽯膏のリサイクル活⽤ 
 

導⼊実績  

処理能⼒別  
・時間 0.5 トン〜 2 トン 180 台（HI プラスターボ） 
・時間 3 トン〜15 トン 25 台（BIG ターボ） 
 

⾼度化  

・最終排出される⽯膏粉の粒度は 5ｍｍ〜0.5ｍｍまで、 
ニーズに合わせ選択ができる。 

・処理能⼒、作業状況等ニーズに合わせた設備を、ご提案 
する。 

環境への貢献  

・純度の⾼い⽯膏粉（⽯膏紙⽚などの不純物を除去した）を作ることで、リサイクルニーズを⾼めていく。 
 

今後の課題  

 リサイクル利⽤の受け⽫の拡⼤を⽬指して、⾏政の
動きや専⾨家の研究状況など情報を共有する機会を設
け、さらに求められるニーズを追及している。 
 

知的財産権等取得状況  

・⽯膏ボード粉体分別処理装置 （3398348） 

・粉粒体連続乾燥装置 （5227895） 

企業概要  

創 業 年：昭和 62 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,800 万円 
従業員数：15 名 
事業内容：・省⼈省⼒化製造機械整備、設計、製作 

・産業廃棄物関連設備、設計、製作 
・型枠⽤ラス及び関連資材製造販売（受託事業) 
・⾃動組⽴装置/加⼯機⽀援装置送給/⼀貫製造設備 

 

企業の環境への想い  

便利なものが増える⼀⽅、その⼊
替も激しい昨今、リサイクルの必要
性をより多くの⼈に認識していた
だけるようにと考えています。 
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環境調和型製品 

連続式炭化炉 木炭の電子顕微鏡写真

『⼈々の健康はまず家を健康にすることから』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：調湿⽊炭「炭⼋」 
技 術 名 ：「炭⼋」の使⽤による住居内の除湿、防臭、防⾳、    

省エネ 
技術や製品の概要 ：マテリアルリサイクル率の低い建築解体材を利⽤し、床

下や天井裏に敷設する調湿⽊炭。床下に敷設した場合、
床下湿度が低下し床下⽊材が乾燥するため建築物の⻑
寿命化を期待できる。天井裏に敷設した場合は、断熱効
果を発揮して冷暖房費の削減に寄与する。   

 
住所 ： 島根県出雲市下古志町 1819-121 
URL ： http://www.sumi8.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⽯⾶ 裕司 
担当者名：管理課⻑ 松岡 康⼆ 
電話 ： 0853-24-8808 
ＦＡＸ ： 0853-24-8878 
e-mail ： sumiken@m1.izumo.ne.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

調湿⽊炭「炭⼋」 
島根⼤学産学共同研究センターとの産学共同研

究により調湿専⽤の⽊炭の開発に成功した。建築解
体⽊材由来のチップ状原料を⼤型の炭化炉により
約 800℃で 1 時間かけて製造している。⽊炭はポリ
プロピレン製の不織布に包まれており、袋のまま住
居の床下や天井裏に敷設する。スギ、マツ、ヒノキ
など針葉樹が主な原料であるため、広葉樹炭に⽐べ
て軽いのが特徴であり、敷設作業を容易に⾏うこと
ができる。⽊炭内部の空洞が⼤きく、形状がチップ
状であるために空気に接触する⾯積が⼤きく、湿気の調湿能⼒に優れている。 

床下には 1 坪あたり 12〜16 袋使⽤し、天井裏には 1 ㎡あたり 6 袋使⽤する。⽊炭の成分は 90％以上が炭素で
あり、腐⾷することが無いため⼀度敷けば半永久的に使⽤でき、メンテナンスも必要としない。 

優位性  

・⾼品質、低コスト 
・敷設現場での効果実証、産学官共同研究、特許取得 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

□平成 19 年度 中国ニュービジネス⼤賞優秀賞（⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会） 
□平成19年度 ⽇本ニュービジネス⼤賞アントレプレナー部⾨優秀賞（⼀般社団法⼈⽇本ニュービジネス協議会） 
□平成 21 年度 元気なモノづくり中⼩企業 300 社（経済産業省中⼩企業庁） 
□平成 27 年度 The Wonder 500TM に炭⼋タンス⽤が選定（経済産業省） 



天井裏への敷設例

天井裏に「炭八」を敷設した場合の調湿イメージ

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

国内全域の⼾建住宅、集合住宅、学校、保育園、公共施設 
 

導⼊実績  

・床下調湿⽊炭：累計 160 万袋 
・天井調湿⽊炭：累計 50 万袋（平成 27 年 12 ⽉現在） 
 

⾼度化  

・住居内の湿度を低減する効果を全国で初実証。 
・住居内の VOC の吸着、カビやダニなどのアレルゲン発⽣を 

抑制。 
 

環境への貢献  

・⽊炭の調湿作⽤と断熱効果により住居内の冷暖房費の⼤きな 
節減につながる。 

・不要⽊材をリサイクルし⽊炭にすることで⽊材のリサイクル率 
向上、CO2 排出の削減に⼤きく貢献する。 

 
 

今後の課題  

島根⼤学医学部との産学共同研究により調湿⽊炭の
敷設がアトピー性⽪膚炎や⼩児気管⽀ぜん息を緩和す
る可能性が⽰された。 

今後も更に研究を進め、薬事法上「病気に効果があ
る」ことの⽴証を⽬指している。 

 

知的財産権等取得状況  

特許取得  
・平成 18 年 2 ⽉ 床下調湿材 特許第 3768498 号 
・平成 22 年 7 ⽉ 防⾳調湿天井構造  

特許第 4550609 号 
 

企業概要  

創 業 年：平成 13 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：9,800 万円 
従業員数：7 名 
事業内容：調湿⽊炭「炭⼋」の製造・販売 
 
 
 
 

企業の環境への想い  

私たちはエアコンによる冷暖房
運転を前提とした⾼気密・⾼断熱住
宅ではなく、⽊炭と⾃然エネルギー
（⾃然換気）を利⽤した健康住宅の
提案をしています。⼈と機械が作り
出す⼈⼯気象に頼らない、⾃然の暮
らしを始めませんか。 
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排⽔処理 

『⾃然と⼈間の調和』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：多段⼟壌層法による⽔質浄化システム 
技  術  名 ：多段⼟壌層法（MSL） 
技術や製品の概要 ：多段⼟壌層法とは、⼟壌を利⽤した⽣活排⽔、環境⽔等

の浄化技術です。⼟壌の持つ浄化能⼒を最⼤限に利⽤し、
⽣物処理と物理化学処理を組み合わせた画期的な処理
⽅法で、窒素・リンを含めた⾼度処理が可能です。 

 

 
住所 ： 島根県松江市春⽇町 636 
URL ： http://www.kanatsu.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⾦津 任紀 
担当者名： 取締役環境事業部⻑ ⾓ 勉 
電話 ： 0852-25-5555 
ＦＡＸ ： 0852-27-1207 
e-mail ： t-sumi@kanatsu.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

多段⼟壌層法 
透⽔性⼟壌(通⽔層)と改良⼟壌(⼟壌層)をブロック状

に交互配置し、かつこれを多段に積層する構造を持つ。
汚⽔は、この多段⼟壌を通過する過程で物理化学的吸着
及び⼟壌微⽣物の作⽤を段階的に受けて、極めて良好な
⽔質に浄化される。 

本浄化技術は、従来の機械構造主体の装置とは異なり、
⼟壌微⽣物による⾃然⽣態系を活⽤した⾼度処理であ
り、薬品を使⽤せず、電気料⾦等ランニングコストを最
⼩限に抑え、以下の特⻑を有する。 

・浄化能⼒が⾼い。 
・窒素・リンの⾼い除去が可能。 
・負荷変動に強い。 
・維持管理費が安く、容易。 
・処理⽔・⼟壌の再利⽤が可能。 
・装置上部が有効利⽤できる。 

優位性  
⽔質条件に応じて、BOD、窒素、リンの除去が可能。

河川などの⼤⽔量であれば BOD のみに絞った対応を、
浄化槽後の⾼度処理であれば窒素やリンにも対応する
等、⽤途に応じた使⽤⽅法をとることができる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

□ 平成２７年 県⺠いきいき活動奨励賞受賞    
□ ISO9001/14001 認証取得 
 

 

 
 

 

 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野                 

・公園等の負荷変動の⼤きい浄化施設 
・窒素、リンの⾼度処理施設 
・汚濁河川、湖沼の浄化施設 など 

導⼊実績  

・下⽔施設の⾼度処理･･･伯太町⼨次地区簡易排⽔他 5 件 
・浄化槽⾼度処理･･･三瓶フィールドミュージアム他 24 件 
・河川浄化の⾼度処理･･･熊添川浄化施設他 2 件 
・中⽔利⽤施設の⾼度処理･･･地蔵崎園地公衆トイレ他 1 件 

⾼度化  

⼟壌の浄化能⼒と通⽔性、この⼆つ
要素をバランス良く構成した⾼速型シ
ステムを確⽴しています。 

環境への貢献  

環境の世紀と⾔われる 21 世紀にふさわしい省エネで地球環境と共⽣可能なエコテクノロジーを活⽤した⽔環
境への取組みにより、地球の環境を守る。 

 

今後の課題  

脱窒、脱リン能⼒をより備えた処理システムの⾼速
化を⽬指す。 
 

知的財産権等取得状況  

・汚⽔浄化装置【特許番号 2034626 号】 
・汚⽔の浄化⽅法及び装置【特許番号 2126225 号】 
・汚⽔の浄化⽅法及び装置【特許番号 2835394 号】 

企業概要  

創 業 年：昭和１３年６⽉ 
資 本 ⾦：１億円 
従業員数：215 名 
事業内容：・建設⼯事の企画、設計、監理、請負及び 

コンサルティング業務 
・環境調査及び環境アセスメント業務 
・汚⽔処理場等の運転維持管理の受託業務

並びに技術指導業務 
・環境改善技術の開発並びに環境改善機器

の販売、賃貸、保守管理業務 
・産業廃棄物収集運搬業務並びに産業廃棄

物処分業務 

企業の環境への想い  

⾃然と⼈間（技術）の調和、故郷に美しい⽔と緑を
提供など、あらゆる地域の環境づくりに貢献していく
こと、それがカナツ技建⼯業の希望（ねがい）です。 
 

  
   

 
      万葉公園休憩所          熊添川浄化施設 

 
        マリンパーク多古鼻              伯太町簡易排水 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾮常にシンプルな酸化チタン繊維製造法』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：繊維状酸化チタン 
技 術 名 ：⾼光触媒活性を持つナノ粒⼦酸化チタン繊維 
技術や製品の概要 ：現在、シリカ粒⼦へのコーティングや薄膜などの形態を持

つ TiO2 材料が開発されている。しかし、これらの形態では、
粒⼦を付着させるための特殊な無機バインダーが必要で
あったり、バインダーに埋もれる、または⾯であるため表
⾯積が⼩さく能⼒が発揮できないなど、実⽤上様々な問題
があり、幅広い応⽤が困難なことが多い。本技術では、繊
維という利⽤しやすく、⽤途の広い、チタニア単体でしか
もナノ粒⼦からなる⾼光触媒活性をもつ繊維を開発した。 

 
住所 ： 島根県出雲市多伎町久村 213-8 
URL ： http://sankenp.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⼩村 洋司 
担当者名：開発部課⻑ 加藤 昇  
電話 ： 0853-86-3861  
ＦＡＸ ： 0853-86-3862 
e-mail ： nkatoh@sanin-kk.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⼆酸化チタン（TiO2、チタニア）は、 
太陽光のような⾃然エネルギーや家庭照明
のような安価なエネルギーを利⽤して、⼤
気中のダイオキシン類や窒素酸化物（NOX）
あるいは新建材から発⽣する有機化合物な
どの環境汚染物質を処理する光触媒として
注⽬されている。 

優位性  

・光触媒材料として使⽤されている TiO2 は、
通常、粉末および⽔分散体をベースにしたものが多く、繊維状にした材料はこれまでにない。TiO2 で合成される
繊維は、表⾯積が⼤きく、光透過性がよく、触媒機能に優れており、また種々の加⼯品に適⽤しやすいといった
利点がある。 

・これまで、TiO2 光触媒についての⽤途開発は数多く存在し、環境浄化、抗菌、防カビ、防藻、脱臭等多岐にわた
るが、当初注⽬されていたほどの伸びを⽰していない。 

・しかしながら、本技術により製造された酸化チタン光触媒繊維は、従来適⽤困難であった排⽔処理や排ガス処理
をはじめとする様々な⽤途においても適⽤、応⽤が可能である。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 独創的シーズ展開事業 独創モデル化 （科学技術振興機構） 
  

 
＜製造した繊維の光学顕微鏡写真＞   ＜電子顕微鏡写真＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・⼤気中の有毒物質の分解除去、室内空気の汚染除去や 
脱臭、⽔質汚染の処理、抗菌効果、超親⽔性効果 

導⼊実績  

・現在開発途中であるため実績はないが、⽔質浄化や排⽔ 
処理、排ガス処理装置、空気清浄器等に組み込むフィル
ターなどが考えられる。 

⾼度化  

・表⾯積が⾮常に⼤きいため、すばやく汚染物質などを 
吸着し効率的な分解を⾏う。 

・従来効率の悪かった空気や⽔など流体への適⽤が可能。 

環境への貢献  

・⾃然エネルギー（太陽光）の利⽤。 
・汚染物質や有害物質の分解除去による環境浄化。 

今後の課題  

 今のところ可視光応答性はなく、室内光などでは⼗
分な活性を持たない。可視光応答性を持たせる⽅法は
いくつか知られており、それらを適⽤する必要がある。 
 また、まだ脆さが⽬⽴ち、さらに柔軟性を持たせる
と、寿命や⽤途に広がりが出ると思われる。 
 

知的財産権等取得状況  

特許第 5101321 ⼆酸化チタン繊維の製造⽅法及び装置 

企業概要  

創 業 年：平成９年 3 ⽉ 21 ⽇ 
資 本 ⾦：1,500 万円 
従業員数：18 名 
事業内容：・リサイクル業 

・アスファルト合材製造業 
・研究・開発事業 

 

 

企業の環境への想い  

時代は今、⼤きく変わろうとして
います。経済優先の時代から環境優
先の時代への移⾏です。今まで⾃分
たちが環境技術に取り組んできた
ことが、やっと⽣かせる時代になっ
たことを⼤いに歓迎しています。 

 

＜繊維状に成形した酸化チタン外観＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『規格外⽡のリサイクル！エコ商品セラミックサンド』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：セラミックサンド 
技 術 名 ：⽯州⽡の⽣産⼯程から排出される JIS 規格から外れた⽡（規

格外⽡）の⽤途に合わせた粉砕・ふるい分けによる 
リサイクル 

技術や製品の概要 ：⼀般的には産業廃棄物として安定型処分場へ埋⽴処分され
るものが、有効にリサイクルされる。 
セラミックサンドの粒径は、1 ㎜以下、1〜5 ㎜、 
5〜13 ㎜、13〜20 ㎜、20〜30 ㎜の 5 種類。 

 
住所 ： 島根県江津市⼆宮町神主 1820 
  -5 
URL ： http://www.kawara.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 佐々⽊ 賢⼀ 
担当者名：常務取締役 今﨑 真⼀郎 
電話 ： 0855-53-0811 
ＦＡＸ ： 0855-53-3623 
e-mail ： maruso@kawara.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽯州⽡の特徴の⼀つに、1,200 度以上の
⾼温焼成が上げられる。この⾼温焼成によ
り耐凍害性や耐塩害性に優れた品質を維
持できているが、それ故不良率が⾼く、排
出される規格外⽡は年間 5,000 トンにの
ぼる。この規格外⽡を産業廃棄物として処
分せず、専⽤のプラントで破砕し、⽤途に
応じた粒径にふるい分けることで付加価
値のある商品としてリサイクルしている。 
 

優位性  

・多孔質で保⽔性が⾼い。 
・透⽔性が⾼く、⽔たまりが出来にくい。 
・無機質であり、雑草が⽣えにくい。 
・⽡素地の⾃然な⾊合いが景観になじみやすい。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 25 年度 しまねグリーン製品認定 
� 平成 25 年度 しまねハツ建設ブランド登録 
� 平成 27 年度 ３R 推進協議会会⻑賞（広島⼤学、浜⽥地区⽣コンクリート協同組合、⽯州⽡⼯業組合が連名で

受賞。丸惣は⽯州⽡⼯業組合員として関与。） 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・駐⾞場や庭の敷き砂 
・園芸⽤⼟壌 
・⼟壌改良材（野球のグランドの下層路盤材） 
・舗装⼯事の路盤材 
・コンクリート⾻材 
・シャモット（⽡原料） 

導⼊実績  

・島根県営住宅や分譲住宅の外構⼯事 
・メガソーラー施設の路盤⼯事 
・ボックスカルバート（⼭陰道浜⽥・三隅道路）の 

コンクリート⾻材 

⾼度化  

・特になし 
 
 

環境への貢献  

・安定型処分場において産業廃棄物として処分する場合に⽐べ、環境負荷の低減が図れる。 
・路盤材として施⼯後は、優れた保⽔性により打⽔効果が得られる。 

今後の課題  

1㎜以下の微粉を更にふるい分け、粒度を管理して付加

価値を持たせることを検討している。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 17 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：140 名 
事業内容：⽯州⽡製造 
 

 

企業の環境への想い  

資源の節約と廃棄物の発⽣抑制
及び再資源化を⽬標に継続的改善
を推進する。 

メガソーラーへの施⼯例 
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廃棄物処理・リサイクル 

『地域発⽣資源の地産地消で⾃然エネルギー循環型社会の構築を⽬指します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：⽊質ペレット造粒機（ペレタイザー） 
技 術 名 ：粉砕機⼀体型ペレット成形装置 
技術や製品の概要 ：主として林地残材、製材⼯場残材などの廃棄物をペレット

に加⼯することにより、エネルギーとして再利⽤できる。
当社はそのペレット造粒機を製造している。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市南畝 2-5-25 
URL ： http://www.earth-i.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 三寺 健司 
担当者名：取締役副社⻑ 三寺 建五 
電話 ： 086-455-2848 
ＦＡＸ ： 086-456-0480 
e-mail ： miteken@mocha.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・幅 960ｍｍ×奥⾏ 1230ｍｍ×⾼さ 1524ｍｍの⼩
型でコンパクトなシステムなので、移動、設置が
容易にできる。 

・乾燥されたチップ、⼩枝、30mm 径程度の⽊⽚に
対応。 

・省電⼒でありながら、最⾼の成形能⼒を発揮。 
・定量供給機と粉砕機がセットになっており、これ

1 台ですぐにペレットを製造できる。 
・国産品でありながら、低価格なので初期投資の負

担を軽減できる。 
 
 
 
 
 
 

優位性  

・全て⾃社⽣産しているので、お客様の要望に応じてカスタマイズ可能。 
・当社内でもペレットを製造しているので、製造ノウハウに基づいた機器の設計を提案できる。 
・仕様を簡素化して、低コストを実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� ⽊質等ペレットの委託加⼯を受けている。 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

廃材の再利⽤、養鶏場の鶏糞
をペレット化、きのこ栽培の
菌床⽤ 

導⼊実績  

国内産業廃棄物業者 20カ所
以上 

⾼度化  

・ 定量供給機⼀体型は当社製
品の特徴 

・ 分離も設置も⼤⼈⼀⼈で移
動可能なコンパクト設計 
 

環境への貢献  

・ 地域の中で、廃棄物を燃料に変えて流通し、消費することで『エネルギーの地産地消』の実現。 
・ 残材をペレット化することで、減容化につながり運送燃料の節約ができる。 
 
 
 

今後の課題  

 電動ではなく、エンジンを動⼒とすることで、更に
⾼効率のペレタイザーを開発したい。電気設備のない
場所でもペレットを製造できるようになることで、エ
ネルギーの地産地消が広がると考えている。 
 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 47 年 12 ⽉ 
資 本 ⾦：2,500 万円 
従業員数：16 名 
事業内容：環境関連装置、⾃動⾞関連設備、⾃動化設備などの製造 
 

 

企業の環境への想い  

当社では、バイオマスを有効に利
⽤することで、『エネルギーの地産
地消』を広めて、地球温暖化防⽌に
貢献すると共に、経費節減に繋がる
ような機器の製造を通して皆様に
お役に⽴てるよう努⼒しています。 
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排⽔処理 

 

『⽔はきれいに、汚泥は少なく、驚異の汚泥減量化剤！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：汚泥減量化剤 スーパースラッジ 
技 術 名 ：カキ殻成分を使った余剰活性汚泥の減量化剤 
技術や製品の概要 ：廃棄物であるカキ殻に含まれる成分を利⽤し、活性汚泥を

構成する細菌の相を変化させて、発⽣する汚泥を⼤幅に減
量化させる。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市⽇畑 825 
URL ： http://aquatechnos.net/ 
代表者 ： 代表取締役 楠 敏明 
担当者名：代表取締役 楠 敏明 
電話 ： 086-462-2909 
ＦＡＸ ： 086-462-3026 
e-mail ：aquatechnos@trad.ocn.ne.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・汚泥減量化剤「スーパースラッジ」を曝
気槽に注⼊することにより、好気性細菌
が優先種になる⽣物相に変化する。それ
により有機物をより多く炭酸ガス（CO2）
と⽔（H2O)とに分解し、結果、発⽣汚泥
量が従来の 1/３以下に減少する。 

・沈降性のよい汚泥が⽣成できるため、処
理施設の維持管理が容易になる。 

・活性汚泥のフロックが⼤きく固まること
で、分離膜に詰まらず、分離膜のメンテ
ナンスが容易になる。 

・処理⽔質が⾮常に良好になる。 
 
 
 

優位性  

・初期投資は、酸素供給量の追加⼯事のみで、低コストで余剰汚泥の削減が可能となる。 
・汚泥の減量化により、余剰汚泥の処理コストが⼤幅に削減できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 16 年度 岡⼭ベンチャービジネスコンテスト優秀賞 受賞 
� 代表者の資格 技術⼠（衛⽣⼯学部⾨、上下⽔道部⾨） 
� サンプル品を提供いたします。 

    
 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

飲⾷品製造⼯場、⼤量の有機性廃⽔を排出する事業所 

導⼊実績  

製パン⼯場、複合飲⾷店、うどん製造⼯場、 
ポテトフライ⼯場など 

⾼度化  

活性汚泥を構成する細菌の相を変化させることで汚
泥の減量化と同時に処理⽔質が向上する。⼜、沈降性
の良い汚泥ができて維持管理が容易になる。 

環境への貢献  

・廃棄物である汚泥量が 1/３以下になることで、焼却処
分する場合の重油の使⽤量が減少し、炭酸ガスの発⽣量
が削減される。 

・廃棄物であるカキ殻を再利⽤することで廃棄物の削減、
有効利⽤に貢献できる。 
 
 
 
 

今後の課題  

 下⽔処理場での採⽤のための実績づくりと全国の飲
⾷品加⼯⼯場への拡⼤を図ることが今後の課題である。
  

知的財産権等取得状況  

平成 22 年 汚泥発⽣抑制剤の特許取得 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成 17 年 9 ⽉ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：２名 
事業内容：汚泥発⽣抑制剤の製造販売、廃⽔処理施設の診断業務、⼯場廃⽔

処理施設の設計、⽣活系汚⽔の処理施設の設計など 
 

 

企業の環境への想い  

 廃⽔処理、汚⽔処理の分野におい
て、より⼀層の省資源、省エネルギ
ー、汚泥の減量、汚泥の有効利⽤、
資産の保全等が求められるように
なってきました。この中の１つの課
題である汚泥の減量化についに取
り組んでいくことで、よりよい環境
づくりに貢献していきたいと考え
ています。 

6 ⽉ 11 ⽇より「スーパースラッジ」
の投⼊開始 



 
公益財団法⼈  

岡⼭県環境保全事業団 
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環境測定、分析、監視 

『環境に関する調査・分析・処理など幅広く実施し、地域に貢献する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境総合事業 
技 術 名 ：環境に関するあらゆる調査・分析、廃棄物処理、啓発活動 
技術や製品の概要 ：「地球環境の保全」、「良好な⽣活環境の確保」、「資源

循環型社会の形成」、「⾃然共⽣社会の形成」の 4 つを事
業領域として、総合的に環境調査・分析を⾏っている他、廃
棄物処理処分施設の管理、環境保全意識を啓発する活動を担
っている。 近年、廃棄物分析の技術や経験を基に⼟壌汚染
対策に⼒を⼊れている。 

 
住所 ：岡⼭県岡⼭市南区内尾 665-1 
URL：http://www.kankyo.or.jp 
代表者 ： 理事⻑ 坂井 俊英 
担当者名：環境調査部 次⻑ ⼤坪 尚広 
電話 ： 086-298-2122 
ＦＡＸ ： 086-298-2496 
e-mail：t-otsubo@kankyo.or.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

 
技術・製品の特徴  

環境調査・分析事業 昭和 49 年の事業開始より、
公的役割を担う環境調査機関として培ってきた技
術と経験をもとに、年間 7,000 検体を越える分析
依頼に対応し、県内でのアセスメントの多くを実
施してきた。特に廃棄物の分析には定評がある。 

廃棄物処理処分事業 県下最⼤の最終処分場とサ
ーマルリサイクル機能を持つ焼却施設の運営を⾏
い、岡⼭県の循環型社会推進の⼀翼を担っている。 

環境学習、環境保全 環境学習センター「アスエコ」
を中⼼に、環境の⼤切さ・保全⽅法について、セ
ミナー・イベントを通じ啓発している。 

優位性  

品質（各種認証取得・指定による裏付け）、経験・実績、ワンストップでの対応、⾏政施策との協調体制、地域密着。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成１４年 5 ⽉ 「岡⼭県地球温暖化防⽌活動推進センター」指定 
� 平成１５年 8 ⽉ ⼟壌汚染対策法に基づく指定調査機関 
� 平成１６年 3 ⽉ 「岡⼭県循環資源総合情報⽀援センター」指定 
� 平成１９年 4 ⽉ 「岡⼭県⾃然保護センター」指定管理 
� 平成２１年 6 ⽉ ISO/IEC 17025（産業廃棄物に含まれる⾦属等の検定⽅法）認定取得 
� 平成２３年１１⽉ 優良産廃処理業者認定 
� 平成２７年 4 ⽉ 「エコアクション 21 地域事務局」認定 

 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

環境に関する総合調査、廃棄物処理処分に関する
全般、環境保全・学習全般 

導⼊実績  

・分析測定 年間 7,000 検体以上 
・環境調査 開始以来累積 200 件以上 
・廃棄物受⼊量 約 18 万ｔ/年 
・環境学習 年間 300 件以上の出前講座の実施、

エコツアー、セミナー、イベント開催など 
・環境保全 野⽣動植物保全⽀援など 
 

環境への貢献  

環境関連事業を通して社会の持続的発展に貢
献する。環境に与える影響の負荷を軽減するとと
もに、環境保全事業をより積極的に推進するため
のシステムを構築、地域環境の改善及び創造を図
る。 

 

今後の課題  

環境問題が複雑化、広域化しており、個⼈や企
業に対する正しい環境保全知識の普及啓発や、対
策等について的確なサポートの提供が必要と感
じている。 

知的財産権等取得状況  

 特になし 

企業概要  

創 業 年：昭和 49 年 10 ⽉ 1 ⽇ 
出 捐 ⾦：16 億 2,650 万円 
従業員数：107 名 
事業内容：廃棄物処理処分事業、環境調査分析事業、環境学習事業 
 

 

企業の環境への想い  

岡⼭県内において、⾏政施策と協
調し、環境保全のための各種事業を
幅広く実施しています。それにより、
快適で持続可能な地域社会の実現
に貢献・寄与することをめざします｡
今後も既存事業の強化と新たな価
値の創造を⾏い、地域で最も必要と
される組織となるよう努⼒します。 

引分離機       水処理装置    超高圧ポン
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環境調和型製品 

『⾙殻をリサイクルし、⿂に餌料と棲み場を供給して、豊かな海をつくります！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：JF シェルナース 
技 術 名 ：⾙殻（シェル）リサイクル⿂礁 
技術や製品の概要 ：養殖施設等で発⽣した⾙殻をメッシュパイプに詰め、構造

に組み込んだ⼈⼯⿂礁。⾙殻の隙間に、エビ・カニ等のえ
さをはじめとして様々な動物が⾮常に多く発⽣すること
で⽔産資源の増⼤に貢献｡ 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市児島駅前 1-75 
URL ： http://www.kaiyoh.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社⻑ ⽚⼭ 真基 
担当者名：企画管理部 ⽚⼭ 了介 
電話 ： 086-473-5508 
ＦＡＸ ： 086-473-5574 
e-mail ： rkatayam@kaiyoh.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
年間約50万トン発⽣すると⾔われるカキ､ホタテ､アコヤなどの

⾙殻を有効活⽤した⼈⼯⿂礁構造物｡ 
シェルナース基質（メッシュパイプに⾙殻をつめた構成物）には、

⾙殻の重なりによって複雑な⼩空間が多数形成され、エビ・カニ、
ゴカイ類などの餌⽣物の培養効果に優れている。 

多種多様な微⽣物や⼩形動物が⽣息することで、⽣物多様性が向
上し、⽣態系全体の⽣産⼒を底上げ。 

シェルナース基質集周辺には複雑な流れが⽣まれ、海藻胞⼦が着
⽣しやすくなり藻場を造成。 

シェルナース基質の製作や調査への参加などで、⿂業者⾃⾝の豊
かな海づくりへの貢献。 

 

優位性  

・漁獲効果の向上 
・微⽣物の濾過活動による⽔質改善 
・⾙殻リサイクルによる環境への貢献 
 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 24 年度 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 農林⽔産⼤⾂賞 
� 平成 22 年度 科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰 科学技術賞技術部⾨ 
� 平成 20 年度 ⺠間部⾨農林⽔産研究開発 功績者表彰 農林⽔産⼤⾂賞 

⾙殻に付着する餌⽣物は最⼤ 294 倍 

シェルナース基質 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

藻場造成、増殖場造成、⿂礁漁場造成 

導⼊実績  

平成 27 年 3 ⽉現在 都道府県数  32  
設置基数 11,252 基 

⾼度化  

・⾃然調和型漁港づくり 
・エコポート（環境と共⽣する港湾） 
・⽔質浄化、物質循環の促進 
・市⺠と漁業者参加型による⾥海づくり 

環境への貢献  

・年間約 50 万トン廃棄されるカキ、ホタテ、アコ
ヤなどの⾙殻のリサイクル。 

・海の⽣態系を整えて、多様な海洋⽣物を育む環境
づくり。 

・⾙殻による⽔質浄化。 
 

今後の課題  

・⻑期のモニタリングを実施し、より効果の⾼い製品
形状、配置⽅法などを港湾関係者や⾃治体へ提案し
ていくこと。 

・JF シェルナースの効果を⼀般市⺠にも周知し、海へ
の関⼼と理解を深めること。 

知的財産権等取得状況  

・⾙殻を利⽤した構造及び⼯法関連特許 約 30 件 
・環境省 環境技術実証事業 

（実証番号 090-1202） 
（実証番号 090-0801） 
（実証番号 090-0802） 

・国⼟交通省 NETIS 登録技術（CGK-06001） 

企業概要  

創 業 年：昭和 58 年２⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：⼈⼯⿂礁開発、⿂礁漁場調査、⽔圏環境調査 
 

 

企業の環境への想い  

⼈間は環境を作ることの出来る
唯⼀の動物です。⾃分達だけではな
く⾃然のために環境を作る時期が
きています。海のために何が出来る
のか。という問いの中でシェルナー
スに辿り着きました。シェルナース
でよりよい海を取り戻すことが出
来ると信じています。 

アイナメの卵 

【⽣物⽣息機能を付加した港湾・漁港施設】 

【幼稚⿂保護育成機能】 【産卵場機能】 

メバルの幼稚⿂ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『リサイクルで⽣まれ変わったカラフルゴム・ウレタンチップ』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：着⾊ゴムチップ、着⾊ウレタンチップ 
技 術 名 ：廃ゴム・⼯業⽤リサイクル材料を再⽣した⼈⼯芝⽤弾性補

充剤、弾性舗装⽤材料 
技術や製品の概要 ：産業廃棄物の廃ゴム等を粉砕し、⼈⼯芝⽤弾性補充剤、 

弾性舗装⽤材料として再利⽤した製品の製造・販売 

⼈⼯芝⽤弾性補充剤 野球場、サッカー場などの競技場に
使⽤される⼈⼯芝資材。ゴムチップは⼯業⽤ゴムが主原料の
ため良質で、天然芝に近いクッション性が得られる。⾼温対
策の⾊にも対応。 
弾性舗装⽤材料 歩道、公園、運動場などの屋外舗装、ショ
ッピングモール、商業施設などの屋内床材⽤に使⽤される資
材。カラフルな⾊で楽しさを演出し、扱いも容易・施⼯も 
しやすい。 

 
住所 ：岡⼭県岡⼭市東区草ヶ部 1249 
URL：http://www.kurogane-sangyo.com 
代表者 ： 代表取締役 森 崇⾏ 
担当者名：⼯場⻑ 藤原 茂正 
電話 ： 086-297-5447 
ＦＡＸ ： 086-297-6472 
e-mail：
 s_fujiwara@kurogane-sangyo.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

着⾊ゴムチップ ⼯業⽤ゴム・タイヤをゴムチ
ップとして再⽣するため、温暖化ガスの低減
に寄与するだけでなく、品質も⾼い。⿊⾊（無
着⾊）の他、カラーをゴムに着⾊するまでを
⾃社⼯場で⾏う。⼀貫⽣産体制と継続的安定
供給（30〜40t/⽉）で要望に応える。 

着⾊ウレタンチップ ⼯業⽤リサイクル材料を使⽤。⾊が鮮やかで濃淡の着⾊も可能。⾊落ちがしにくく、ゴム臭
もない。カラー剤を混ぜ込んだ⼀般的なカラーゴムチップに⽐べ、5〜7 割程度の価格で提供が可能。施⼯が簡単
な材料で短時間施⼯が可能のため、トータルコストでメリットがある。 

優位性  

・品質、低コスト、安全性 
・廃棄ゴムの回収から再⽣までを⼀貫体制で⾏うため、低コスト・迅速対応・カスタマイズが可能 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 ４年 3 ⽉    再資源化貢献企業表彰（財団法⼈クリーン・ジャパン・センター） 
� 平成 20 年度      グリーンサプライチェーン賞（サプライチェーン 省資源化連携促進事業） 
� 平成 26 年 2 ⽉ 21 ⽇ 「岡⼭県エコ製品」認定（着⾊ゴムチップ） 
� 平成 26 年 2 ⽉ 25 ⽇ 「カーボンフットプリント製品」認定（着⾊ゴムチップ）(⼀般団法⼈産業環境管理協会) 

 

 

     
 

着⾊ゴムチップ 着⾊ウレタンチップ ゴムチップブロック 

（⼆次製品利⽤例） 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

全国のスポーツ競技場（野球・サッカー・ラグビー・
フットサル・運動場など）、歩道、公園、遊園地、
庭、介護福祉施設、屋内遊戯施設、ショッピング 
モールや商業施設などの屋内施設 

導⼊実績  

関⻄地域の⼤学、⾼校の⼈⼯芝 
競技場、運動公園、Ｊリーグ関係練習場 他、多数 

環境への貢献  

・平成 19 年 ISO14001 の認証を取得。 
・産業廃棄物の総排出量の削減や再資源化（リサイ

クル）というサービスを提供することにより、循環
型社会の⼀翼を担い、企業の社会的責任（CSR）を
果たす。 

「チャレンジ 25」キャンペーンに企業・団体チャレ
ンジャーとして登録、地球温暖化防⽌の対策を 
推進。 

・低炭素社会実現に向けた取り組み 
   として「Fun to Share 宣⾔」を 

⾏い、ゴムのリサイクルで貢献。 
 
 

今後の課題  

着⾊ゴムチップ、着⾊ウレタンチップの⽤途・販路
拡⼤を⾏っていきたい。現在の取扱い業種のほかに、
違う⽤途ができないか検討していきたい。 

知的財産権等取得状況  

特になし 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 9 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,500 万円 
従業員数：17 名 
事業内容：産業廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業、再⽣油製造業、 

再⽣ゴムチップ製造業、再⽣プラスチック製造業、各種産業廃 
棄物のリサイクル業、各種委託作業（タンク内の清掃、塗装ブ
ース内の清掃ほか） 

 

企業の環境への想い  

再資源化事業という経済活動を
追求することで地域の周辺環境ひ
いては地球環境の保全に重要な責
務を負っていることを認識し、
「ACT LOCAL THINK GLOBAL」を
スローガンに社会に貢献できる企
業をめざします。⼦孫へ伝承してい
くためにも真摯に取り組みます。 

吸  

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 



 

ＫＢＫエンジニアリング 

株式会社 
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排⽔処理 

『配管内容物の外部⾶散を防⽌し、環境をクリーンに !!』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：スライドゲートバルブ 
技 術 名 ：配管内液体の⾶散を防⽌する密閉式バルブの開発 
技術や製品の概要 ：クリーンセンターなど汚⽔・悪臭環境下の対策に、従来 

バルブにないスライド板と密閉機構を開発することで、バ
ルブ開閉時に起こっていた配管内の内容物の⾶散防⽌を
実現。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市中畝 6-7-19 
URL ： http://www.kbkeng.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⽥尻 卓治 
担当者名：営業部 ⽥尻 宏志 
電話 ： 086-450-4577 
ＦＡＸ ： 086-450-4578 
e-mail ： info@kbkeng.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・完全密閉型で汚⽔、臭気が外部に漏れない。 
・⾃動運転可能(内部仕切り弁の駆動は、油圧/⼿動が

主流だがエアー/電動も可)。 
・ケースから仕切り弁が露出しないので、頻繁な⾃動

開閉に耐える(グランドパッキンによる摺動抵抗が
無い)。 

・内部洗浄ラインを外部バイパスで両側に設けている
ので、内部閉塞及び固形物による圧密等の⼼配が無
い。 

・仕切り弁に鋭利な刃先を備えているため、シート⾯
をまたいだ未分解残存物を閉⼯程で容易に切断でき
る。 

 

優位性  

・筐体がスリム（全厚 100mm）なため、配管の途中に設置できる。 
・仕切り弁板を容易に引き抜けるため、内部の清掃、交換が容易。 
・取付位置に制約が無く、縦 or 横、⽔平 or 垂直が任意である。 
・低コストで既設バルブとの交換が可能。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

�   機械器具設置⼯事業 取得 
 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

⽣ごみをバイオ菌で分解し、バイオエタノール燃料を⽣
成するプラント内の配管部に設置 

導⼊実績  

・平成 24 年 タクマ  南但資源リサイクルセンター  
（350A サイズ配管×8 台） 

・平成 25 年 川重 防府クリーンセンター 
（400A サイズ配管×14 台） 

・平成 30 年導⼊予定 ⽇⽴造船 京都市南部クリーン 
センター（400A/250 サイズ配管×16 台） 

⾼度化  

・シーケンサー回路設置により無⼈遠隔で⾃動運転が可能。 
・分解／清掃／点検が容易である。 
・⻑期間のメンテナンスフリー運転が可能。 

環境への貢献  

・⽣ごみ処理施設やリサイクル施設の正常な運転に寄与す
ることで、環境に貢献する。 

・密閉構造のため、配管内の⽣ごみや汚⽔の⾶散を防⽌し、
臭気を遮断するので施設の環境改善に貢献する。 

 

今後の課題  

 更に技術開発を進めて、機能性の向上と低コスト化
を実現し、クリーンセンターだけでなく、他の⼯場配
管にも採⽤されるようにしていきたい。 

知的財産権等取得状況  

特になし

企業概要  

創 業 年：平成 20 年 6 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：10 名 
事業内容：⾼速回転機械(遠⼼分離機等)の分解整備。国内外の⼤⼿メーカーの

指定整備会社 (「ISO9001：2008」認証取得) 
 

 

企業の環境への想い  

⽣ごみ処理施設やリサイクル処
理施設の正常な運転に寄与するこ
とで、誰もが永く住み続けたいと思
えるまちの環境づくりに貢献した
いと考えています。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾼付加価値⽯灰とリサイクル⽯灰の開発で循環型社会の実現をめざす』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：カルテック（超微粒⼦消⽯灰） 
エコライム（無機汚泥リサイクル消⽯灰） 

技 術 名 ：⾼反応性・超微粉化の粉体ハンドリング技術、汚泥リサ 
クル技術 

技術や製品の概要 ：カルテック 平均粒⼦径 1.5μｍの微粒⼦化を実現し、表⾯
積は通常の JIS 特号消⽯灰の 1.5 倍〜2 倍であるため、塩素
ガスの吸着反応がよく、プラスチック樹脂への分散性が⾮常
によい。 

エコライム ⻑年の研究により、無機性汚泥と⽯灰の混合物
を開発。産業廃棄物でしかなかった汚泥がリサイクル消⽯灰
としてよみがえった。

 
住所 ： 岡⼭県新⾒市井倉 125-1 
URL： http://www.lime-tech.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 鈴⽊ ⾹ 
担当者名：代表取締役 鈴⽊ ⾹ 
電話 ： 0867-75-2106 
ＦＡＸ ： 0867-75-2936 
e-mail： info@lime-tech.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

 
技術・製品の特徴  

カルテック 消⽯灰の、⾼反応性・超微粉化・⾼⽩⾊性
を⽬指して特異な粉体ハンドリング技術により製造。
平均粒⼦径 1.5μｍの微粒⼦化を実現し、プラスチック
の難燃化充填剤として強度や柔軟性に優れた分散性が
⾮常に良い。また、表⾯積は通常の JIS 特号消⽯灰の
1.5 倍〜2 倍のため、特にダイオキシンなどの合成温度
域での塩素ガスの吸着反応が多い。抗菌性、脱臭性、
防錆性、熱安定性、有毒ガスの捕捉性にも優れ、また輸出障壁が少ない等、様々な可能性を持っている。 

エコライム 無機性汚泥とは、ろ過材として使われた珪藻⼟・⽯灰スラッジ・⼯場排⽔を中和させるために使⽤さ
れた⽯灰の残渣物。リサイクルに使⽤する汚泥は、廃棄物処理法を遵守し、各種環境法で定められる基準をクリ
アした汚泥のみを使⽤。製品は、「岡⼭県エコ製品」認定を取得しており、グリーン購⼊の対象物品として扱え
る。使⽤⽅法は、⼀般の⽯灰系製品と同等である。 

優位性  

品質、安全性、さまざまな研究による新製品開発 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

「エコライム」 
� 岡⼭県資源循環推進事業(施設整備事業)認定    
� 岡⼭県新製品市場リサーチ⽀援事業 認定 
� 岡⼭県エコ製品認定(認定番号:岡⼭エコ⽯灰系製品 第 1 号、製品 第 2 号) 
� 循環型社会形成推進(３R 推進事業)環境⼤⾂表彰   
�「岡⼭・わが社の技」第 1 期認定企業 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・カルテック：化学⼯業、他 
・エコライム：⼯業、⼟⽊建築、他 

導⼊実績  

・主要取引先：⽇鉄鉱業株式会社、株式会社⽇本リ
サイクルマネジメント、住友化学株式会社、⼤⽇精
化⼯業、三笠薬品、ABC 建材、⽇植アグリ株式会
社、各農業協同組合、 豊国産業株式会社 他 

環境への貢献  

⽯灰⾃⾝が⽔酸化カルシウムであり、環境と⾝体
に優しい。さらにその⽯灰を⽤いて、産業廃棄物で
ある汚泥のリサイクルを環境に優しい独⾃技術で
⾏うことで、循環型社会の実現に貢献する。

今後の課題  

⽯灰製造業者として、⾼付加価値とリサイクルを
2 本柱に商品開発を⾏っている。⽯灰は素材として
多くの可能性を秘め、さまざまな分野での使⽤⽤途
が考えられる。顧客のニーズに合わせた製品化や共
同開発を⾏い、さらなる可能性にチャレンジしたい。 

知的財産権等取得状況  

・特許「⾼活性カルシウム多孔質体の製造⽅法」 

・特許「プラスチックス成形材料」 
 
 

企業概要         

創 業 年：昭和 9 年 1 ⽉ 10 ⽇ 
資 本 ⾦：4,000 万円 
従業員数：8 名 
事業内容：・⽯灰の製造並びに同製品の販売 

・⼯業薬品の仕⼊れ、販売 
・産業廃棄物、⼀般廃棄物の処理及び収集運搬 
・産業廃棄物、⼀般廃棄物のリサイクル事業 
・全各号に附帯する業務⼀切 

 

企業の環境への想い  

限りある⽯灰資源の有効利⽤に努め、
確かな技術と個性豊かなモノづくりで
社会に貢献します。地球環境に優しい
活動と技術開発を⾏います。 

吸 

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 

 

 

昭和 63 年より「LIME TECH」計画として⽯灰製品の⾼付
加価値化に取り組んできた。さらに汚泥リサイクル技術も
確⽴し、循環型社会の実現をめざす。 
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その他 

 

『⽔⾯・⽔中の流出油を精密に、かつ安全に回収する油吸着資材「スミレイ」と装置』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：スミレイ（油吸着資材）、 
コプラシステム（油分吸着除去装置） 

技 術 名 ：油吸着資材「スミレイ」とそれを活⽤した油分吸着除去 
装置「コプラシステム」 

技術や製品の概要 ：スミレイ コーヒーかすをリサイクルし、特殊技術で炭化さ
せ、油の吸着性・疎⽔性・浮遊性を⾼めた。粒状のため、マ
ットやオイルフェンスなどへの封⼊が可能で、アレンジしや
すい。 

コプラ ⽔⾯に浮かべオイルを吸い上げるポンプ「スキマー」
と、吸い上げた⽔をろ過する「オイルフィルター」（ろ過槽）
のセット装置。オイルフィルターには油ろ過材として『スミ
レイ』を装着し、それに通⽔した処理⽔はそのまま放流でき
るのが特徴。 

 
住所 ： 岡⼭県岡⼭市南区藤⽥ 338-31 
URL： http://www.taniguti.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⾕⼝ 隼⼈ 
担当者名：代表取締役 ⾕⼝ 隼⼈ 
電話 ： 086-296-5906 
ＦＡＸ ： 086-296-6507 
e-mail： info@taniguti.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

スミレイ コーヒーかすをリサイクルした炭化
物（親油性多孔質炭化物）。油（疎⽔性液体）
を強⼒に吸着し、⽔をはじき、⽔に浮かぶ、と
いう特徴は特異的であり、⼀般吸着材で全く吸
着できない界⾯活性剤混⼊の油や、油に混じっ
た PCB、ベンゼンなどの有害物資も⼀緒に吸着
回収できる。粒の⼤きさは 数μｍから３ｍｍ程
度であるが、⼤きめの粒を選別することも可能。
吸着孔の直径が⾮常に⼤きいのが特徴で、⼤量油分の吸着ができる理由。 

コプラ ⼤量の油膜をスムーズにかつ厳密に除去できるのが特徴。吸引ポンプ「スキマー」は、⽔と油の界⾯張⼒
の差を利⽤し、⽔を取り込む量を抑えつつ油膜を精密に吸引回収できる性能を可能にした。また、⽔中のゴミや
シルトによるフィルターの⽬詰まりも起こさせない「スラッジフィルター」を装着し、オイルろ過槽「オイルフ
ィルター」はスミレイの特性を⽣かし、⼤量の油膜を精密に除去できる。場所に合わせ、⼤⼩のサイズが選べる。 

優位性  

品質、安全性、低コスト 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 15 年 10 ⽉ ⽇本吸着学会技術賞（スミレイ） 
� 平成 26 年 10 ⽉ ⽇本材料学会中国⽀部技術賞（スミレイ） 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

川、湖、⽤⽔路 

導⼊実績  

・スミレイ 年間１億円の販売⾦額 
・コプラ  ⼤⼿企業 ６件（発売 平成 22 年） 
 

環境への貢献  

河川などでの事故は頻繁に起こっており、流出し
た油の停滞、地中への浸透が多くみられる。油には
有害物質も混⼊しているため、それを確実に安全性
の⾼い技術で綿密に除去し、持続可能な社会の存続
に貢献している。 
 

今後の課題  

まだまだ⺠間企業への認知、取扱いが低く、吸着
塔として「スミレイ」を、⼯場や現場での対応に「コ
プラ」の取扱いを拡⼤したい。 
 

知的財産権等取得状況  

・スミレイ 特許第 3534553 号 

「油吸着材及び油吸着⽅法」 

・コプラ（スキマーについて）特許第 4261608 号 

「浮遊物回収装置及び浮遊物回収⽅法」 

企業概要  

創 業 年：昭和 61 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：3,500 万円 
従業員数：20 名 
事業内容：環境関連製品製造販売・卸売業  

 

企業の環境への想い  

市場にない新製品開発に今後も積
極的に挑戦していきます。持続可能
な社会に向けて、社会の様々な分野
へ環境保全に役⽴つ製品を提供して
いきます。 

 

吸 

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 



 

株式会社エコログ・ 

リサイクリング・ジャパン 
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廃棄物処理・リサイクル 

 

『「環境に優しいコンセプト」の実現化を⽬指して⾐料品のライフサイクルを変えよう』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名：エコログ・リサイクリング・ネットワーク 
技 術 名：⾐料品等繊維製品回収循環型マテリアルリサイクルシステム 
技術や製品の概要 ：不要となった⾐料品等繊維製品や⽣産過程で⽣じる過剰資

材を回収し、独⾃のノウハウを⽤いてそれらのリサイクル
をはかる。⾐料品等をリサイクルしやすくするため、資材
サプライヤーから⼩売店まで 40 社を結ぶネットワークを形
成し、⾐料品の回収循環型マテリアルリサイクルの実現を
⽬指して運営している。

 
住所 ：広島県福⼭市草⼾町 3-12-5 
URL ：http://www.ecolog.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 和⽥ 顕男 
担当者名：取締役副社⻑ ⽥邉 和男  
電話 ： 084-924-8509 
ＦＡＸ ： 084-923-3594 
e-mail ： tanabe-kazuo@ecolog.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・製品を化学的に分解するケミカルリサイクルと⽐較し、製品を 
中間素材まで戻し新たな製品にするマテリアルリサイクルは、 
ＬＣＡの観点から最も合理的である。その理由として、低コスト
かつ容易にリサイクル可能であることが挙げられる。 

・エコログ・リサイクリング・ネットワークには、商社、繊維メー 
カー、資材サプライヤー、アパレル企業など、⼤⼿企業から中⼩
企業まで 40 社が参画。リサイクルを軸に、各企業の得意分野を
⽣かした企業連携が⾏われている。 

・当社では、リサイクルの技術開発、リサイクル原料の開発、再製 
品化とその販路開拓を⾏っている。再製品化まで⾏うことによっ
て、Ｂto B だけでなく⼀般消費者向け企業との連携も⽣まれ、企
業間ネットワークの幅が広がる。 

・リサイクルする素材と製品はポリエステルに特化し、その技術⼒ 
を⾼めている。 

優位性  

・原油からポリエステルを⽣産するのに⽐べて、消費エネルギーは 
約 10 分の１、ＣＯ２排出は約 7 分の１ですむ。 

・⼤⼿繊維メーカーがケミカルリサイクルを⼿掛けているものの、繊維製品をポリエステルペレットにマテリアルリサイクル 
して再製品化を⾏う企業は他にない。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 15 年度 広島県が進める「びんごエコタウン構想」事業において、中核施設として位置付けられ、全国初
の繊維リサイクル施設を運営している。 

� 平成 25 年  資源循環技術・システム表彰 ⼀般社団法⼈産業環境管理協会会⻑賞受賞 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

ポリエスエルを 50％以上含有する⾐料品等繊維製品全般 （企業ユニフォーム中⼼） 

導⼊実績  

・地⽅⾃治体や国の機関、⼤学⽣協等のユニフォーム採⽤とリサイクルおよび再製品化 
・⼀般企業（コンビニエンスストア、電機メーカー、⾷品メーカー、電⼦部品メーカー、化学品メーカーなど）の 

ユニフォーム採⽤とリサイクルおよび再製品化 
・プロ野球球団のユニフォーム採⽤と、当該球団レプリカユニフォームへの再製品化 

⾼度化  

・混紡繊維に含まれる綿からバイオエタノールを製造する研究開発 
・再⽣ PET 樹脂を原料とした⼤型射出成形品の試作技術開発 

（医療廃棄物回収ボックスへの再製品化の取組み） 
・⾼視認性安全服のマテリアルリサイクルへの取組み 

環境への貢献  

・マテリアルリサイクルは、リサイクル時に消費するエネルギー量   
とＣＯ２の排出量が、他のリサイクル⽅法に⽐べ最も少ない。 

・ 廃棄物の排出抑制に貢献している。 
 

今後の課題  

・再製品化の商品開発⼒、および販路開拓が重要となる。 
・現状では、ポリエステル 100％またはポリエステルと綿かウールの 

混紡繊維しかリサイクルできない。これ以外の混紡でもリサイクルで
きる技術開発が必要。 

・⼤企業では環境に配慮した経営が浸透しつつあるが、中⼩企業では 
それにコストをかけられないのが現状である。国の援助や、消費者の
意識改⾰が必要となる。 

知的財産権等取得状況  

・⾐服のリサイクルシステムとそれ 
に⽤いる回収⾐服収納容器（取得） 

・エタノールの製造⽅法（取得） 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成７年３⽉ 
資 本 ⾦：2 億 4,000 万円 
従業員数：５名 
事業内容：エコログ・リサイクリング・ネットワークの運営   

 

企業の環境への想い  

環境先進国ドイツで開発されたエコ
ログ・リサイクリング・システムを新た
に⽇本独⾃の技術開発を⾏い、エコロ
グ・リサイクリング・ネットワークを⽇
本及び世界に広め、環境先進国⽇本とな
るよう繊維製品のマテリアルリサイク
ルで貢献します。 

ＣＯ２排出量の比較 
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環境測定・分析・監視 

『あらゆる環境計量ニーズにお応えする総合環境コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境測定・分析業務、環境アセスメント、各種環境調査 
技 術 名 ：環境測定・分析（水質・大気・土壌）、水質監視・騒音振 

動監視システム、大気測定局、上層気象測定など 

技術や製品の概要 ：環境測量士や技術士といった環境測定の専門家である 
当社技術者と、公定法に沿った各種分析・測定用の機械、
装置を駆使して、お客様のニーズに対応した、より正確で、
的確な環境の状態の把握を実現する。また、土壌汚染調査、
水質監視や騒音監視システム、大気測定局設置や上層気象
測定など特殊な測定にも対応。 

 
住所 ： 広島県広島市西区己斐本町 

３-13-16 
URL ： http://www.nesupport.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 長田 久史 
担当者名：総務課 落谷 秀伸 
電話 ： 082-272-9000 
ＦＡＸ ： 082-272-1230 
e-mail ： n-soumu@nesupport.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

環境測定にかかる多数の専門家の存在 水質、大気、騒音など、あ
らゆる環境の実態を的確に把握し、官民の様々な活動をサポート
する「環境のプロ人材」を多数擁する。現在、環境計量士 17名
（延数）、技術士 3名（延数）のほか、測量士、地質調査技士、
臭気判定士、公害防止管理者など、延べ約 30種類の資格保有者
を社内で有する。 

質の高い分析機器 当社は、環境測定に必要な高品質な機器を多数
保有している。例えば、大気測定車は 8台保有している。これ
だけの数の大気測定車を保有している会社は少なく、多地点同時
測定など多様な対応が可能。 

環境計量証明事業所 当社は、広島本社、大阪支社、東京支社、九州支社、名古屋支店の 5つの事業所で、環境計
量証明事業所として登録されている。多数の専門家が高品質な機器を駆使しながら、独自のノウハウにより、質
の高い計量証明書を発行することで、高い評価を得ている。 

優位性  

・品質、安全性、全国的なネットワーク（北日本を除く） 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 11年 厚生労働省指定飲料水水質検査機関の指定を受ける 
 平成 11年 ISO14001の認証を取得、平成 16年 ISO9001の認証を取得 
 平成 15年 環境省指定土壌汚染調査機関の登録を受ける 
 平成 23年 東京技術研究室にて、ISO17025を取得 

 
検査風景 

－ 72 －
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環境測定・分析・監視 

『あらゆる環境計量ニーズにお応えする総合環境コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境測定・分析業務、環境アセスメント、各種環境調査 
技 術 名 ：環境測定・分析（水質・大気・土壌）、水質監視・騒音振 

動監視システム、大気測定局、上層気象測定など 

技術や製品の概要 ：環境測量士や技術士といった環境測定の専門家である 
当社技術者と、公定法に沿った各種分析・測定用の機械、
装置を駆使して、お客様のニーズに対応した、より正確で、
的確な環境の状態の把握を実現する。また、土壌汚染調査、
水質監視や騒音監視システム、大気測定局設置や上層気象
測定など特殊な測定にも対応。 

 
住所 ： 広島県広島市西区己斐本町 

３-13-16 
URL ： http://www.nesupport.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 長田 久史 
担当者名：総務課 落谷 秀伸 
電話 ： 082-272-9000 
ＦＡＸ ： 082-272-1230 
e-mail ： n-soumu@nesupport.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

環境測定にかかる多数の専門家の存在 水質、大気、騒音など、あ
らゆる環境の実態を的確に把握し、官民の様々な活動をサポート
する「環境のプロ人材」を多数擁する。現在、環境計量士 17名
（延数）、技術士 3名（延数）のほか、測量士、地質調査技士、
臭気判定士、公害防止管理者など、延べ約 30種類の資格保有者
を社内で有する。 

質の高い分析機器 当社は、環境測定に必要な高品質な機器を多数
保有している。例えば、大気測定車は 8台保有している。これ
だけの数の大気測定車を保有している会社は少なく、多地点同時
測定など多様な対応が可能。 

環境計量証明事業所 当社は、広島本社、大阪支社、東京支社、九州支社、名古屋支店の 5つの事業所で、環境計
量証明事業所として登録されている。多数の専門家が高品質な機器を駆使しながら、独自のノウハウにより、質
の高い計量証明書を発行することで、高い評価を得ている。 

優位性  

・品質、安全性、全国的なネットワーク（北日本を除く） 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 11年 厚生労働省指定飲料水水質検査機関の指定を受ける 
 平成 11年 ISO14001の認証を取得、平成 16年 ISO9001の認証を取得 
 平成 15年 環境省指定土壌汚染調査機関の登録を受ける 
 平成 23年 東京技術研究室にて、ISO17025を取得 

 
検査風景 

 

 

 

  

 

  

 

技術・製品の利用実績［利用分野、高度化利用、環境への貢献］  

利用分野  

北日本を除く国内全域の環境アセスメント・ニーズに対応 

導入実績  

過去３年間の官公庁主要受注先、及び件数（延べ） 
中国 541件、関東・東海 207件、近畿 167件、 
四国 110件、九州 248件 

高度化  

・全ての営業拠点をネットワークで結んだ高度な情報共有体制を
構築しているため、どの事業所からでも分析の状況、経過、結果等
の確認が可能。 
・水質、大気、土壌以外にもシックハウスや臭気測定なども対応。 
・分析・測定以外にも、海象・気象調査や動植生物など生態系の把握 
調査などの環境調査にも迅速に対応。 

・これまでに蓄積した様々なデータを活用することで、より高度な 
コンサルティング業務の展開が可能。 

環境への貢献  

各地で発生する人間活動や自然に由来する様々な環境汚染の現況
を素早く把握し、調査・測定依頼者へより正確に、よりスピーディに
調査結果を提供することで、環境汚染の防止に微力ながらも貢献している。 
 

今後の課題  

今後も環境問題については、より多様化、専門化が
進んでいくと思われる。そういった市場の需要に、タ
イムリーに対応すべく営業から受注ならびに調査等の
実施体制の充実、拡充を図っているところ。 

知的財産権等取得状況  

・環境計量士有資格者数 延べ 17名 
・技術士有資格者数   延べ 3名 
・土壌汚染技術管理者数 延べ 5名  
・公害防止管理者数   延べ 37名 ほか多数 

企業概要  
創 業 年：昭和 48年 8月 7日 
資 本 金：3,000万円 
従業員数：115名 
事業内容：水質・大気・土壌中の有害物質等の環境分析、ダイオキシン・放

射能・臭気・シックハウス等測定、環境アセスメント、動植物生
態調査、労働衛生環境の作業環境測定、飲料水の検査など 

 

 

企業の環境への想い  

私達は、水質・大気・土壌中の有
害物質等の環境分析業務、環境アセ
スメント業務など、「地球」と「人」
をとりまく環境の中で、「信頼でき
る技術とデータ」の提供をもって社
会貢献できるよう日々努力を重ね
ております。 

大気測定車 

ISO17025の認定証 
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廃棄物処理・リサイクル 

『エフピコ方式の循環型リサイクル』トレー TO トレー、ボトル TO トレーの取り組み  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：エコトレー、エコ APET 
技 術 名 ：エフピコ方式のリサイクル「トレーtoトレー」 

「ボトル toトレー」 

技術や製品の概要 ：平成２年より使用済み食品トレーを回収し、トレーから 

トレーに再生する「エフピコ方式」のリサイクル事業を開
始した。現在では使用済み透明容器、廃ペットボトルから
トレーへのリサイクルにも着手している。 

 
住所 ： 広島県福山市曙町 1-13-15 
URL ： http://www.fpco.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 守正 
担当者名：環境対策室 ジェネラルマネー 

  ジャー 冨樫 英治 
電話 ： 03-5325-7809 
ＦＡＸ ： 03-5325-7811 
e-mail ： Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

エコトレー 
平成２年より自社で製造・販売する食品トレーを、消費

者・小売店・包材問屋・エフピコの四者一体の協力体制で行
う「トレーtoトレー」のリサイクル事業を開始。回収され
た食品トレーを原料とする「エコトレー」はバージントレー
と比較して約 35％の CO2抑制効果（エコリーフ基準）が認
められており、地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

エコ APET 
平成２２年より回収透明容器及び廃 PETボトルを原料と

するエコ APETの販売を開始。リサイクルプラントでは PET
樹脂内に染み込んだ揮発留分を除去し食品グレードの原料
を製造しる。（FDA-NOL取得） 
このエコ APETもバージン容器と比較すると 33％の CO2

発生抑制効果（エコリーフ基準）が認められており、エコト
レーと同様に地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

優位性  

・エコトレー、エコ APET使用による CO2削減効果 
・水平展開のリサイクルによる廃棄物削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 18年度 「第一回容器包装３R推進環境大臣賞」にて「製品部門最優秀賞」受賞 
 平成 22年度 「第一回エコマークアワード」にて金賞受賞 
 平成 23年度  エコファースト企業認定 
 平成 27年度  地球温暖化防止活動表彰(対策活動実践・普及部門)受賞 

エコトレー 

 

 
 

エコ APET 
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廃棄物処理・リサイクル 

『エフピコ方式の循環型リサイクル』トレー TO トレー、ボトル TO トレーの取り組み  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：エコトレー、エコ APET 
技 術 名 ：エフピコ方式のリサイクル「トレーtoトレー」 

「ボトル toトレー」 

技術や製品の概要 ：平成２年より使用済み食品トレーを回収し、トレーから 

トレーに再生する「エフピコ方式」のリサイクル事業を開
始した。現在では使用済み透明容器、廃ペットボトルから
トレーへのリサイクルにも着手している。 

 
住所 ： 広島県福山市曙町 1-13-15 
URL ： http://www.fpco.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 守正 
担当者名：環境対策室 ジェネラルマネー 

  ジャー 冨樫 英治 
電話 ： 03-5325-7809 
ＦＡＸ ： 03-5325-7811 
e-mail ： Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

エコトレー 
平成２年より自社で製造・販売する食品トレーを、消費

者・小売店・包材問屋・エフピコの四者一体の協力体制で行
う「トレーtoトレー」のリサイクル事業を開始。回収され
た食品トレーを原料とする「エコトレー」はバージントレー
と比較して約 35％の CO2抑制効果（エコリーフ基準）が認
められており、地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

エコ APET 
平成２２年より回収透明容器及び廃 PETボトルを原料と

するエコ APETの販売を開始。リサイクルプラントでは PET
樹脂内に染み込んだ揮発留分を除去し食品グレードの原料
を製造しる。（FDA-NOL取得） 
このエコ APETもバージン容器と比較すると 33％の CO2

発生抑制効果（エコリーフ基準）が認められており、エコト
レーと同様に地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

優位性  

・エコトレー、エコ APET使用による CO2削減効果 
・水平展開のリサイクルによる廃棄物削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 18年度 「第一回容器包装３R推進環境大臣賞」にて「製品部門最優秀賞」受賞 
 平成 22年度 「第一回エコマークアワード」にて金賞受賞 
 平成 23年度  エコファースト企業認定 
 平成 27年度  地球温暖化防止活動表彰(対策活動実践・普及部門)受賞 

エコトレー 

 

 
 

エコ APET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術・製品の利用実績［利用分野、高度化利用、環境への貢献］  

利用分野  

食料品関連分野 

導入実績  

スーパーマーケット、食品製造業など 

高度化  

・PETボトルフレークを食品グレード品質にする為    
揮発留分除去装置導入（FDA-NOL取得） 

・透明容器の素材選別を行うため、赤外線素材識別 
機の導入 

環境への貢献  

・「エコトレー」「エコ APET」使用により 
約 10万ｔの CO2を排出抑制 

・地上資源の有効利用により累計で約 4億リットル 
の石油削減 

 
 
 

今後の課題  

・トレー、透明容器、PETボトル店頭回収量の増加 
・エコトレー、エコ APET製品の拡販 
・リサイクル工場見学者数の増加 

知的財産権等取得状況  

・平成 3年  エコトレーが業界初の「エコマーク」取得 
・平成 12年  エコトレーが第 20類で商標登録 
・平成 24年  エコ APETが「エコマーク」取得 
・平成 24年  エコ APETが第 20類で商標登録 

企業概要  
創 業 年：昭和 37年７月 
資 本 金：131億 5,062万円 
従業員数：757名（エフピコグループ：4,173名） 
事業内容：プラスチック製簡易食品容器製造業 
 

 

企業の環境への想い  

当社では地球環境の保全が最重
要課題である認識のもと、環境と調
和し持続発展が可能な社会の実現
する事を「環境理念」として事業活
動を推進しています。今後も更にリ
サイクルを進化させ環境負荷の低
減を目指して参ります。 
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環境調和型製品 

『⾃然の⼒で環境浄化。ミラクルチタン光触媒コートシステム』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミラクルチタン光触媒コート 
技 術 名 ：光触媒酸化チタン⽔溶液を使⽤したコーティングシステム 
技術や製品の概要 ：化学的に安定で安全な⽔溶性酸化チタン溶液を専⽤噴霧器

で基材に塗布・乾燥させ、紫外線を利⽤して有機物分解や
セルフクリーニングを⾏う環境浄化システム

 
住所 ：広島県広島市中区⻄⽩島町

22-15 
URL ：http://www.miracletitan.jp 
代表者 ：代表取締役 ⼤野 徹 
担当者名：酸化チタン部⻑ 北⼭ ⼀郎 
電話 ： 082-221-9107 
ＦＡＸ ： 082-223-5600 
e-mail ：kitayama.i@ohno-group.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
太陽などの紫外線の⼒で臭いや雑菌、⼤気汚染物質を分解 

紫外線により O2⁻（スーパーオキサイドアニオン）、
-OH（ヒドロキシラジカル）という活性酸素が発⽣し、
表⾯に付着した有機物やカビ・雑菌、⼤気汚染物質と呼
ばれる窒素酸化物を分解。 

 
⾬の⼒で汚れを流し落とす 
 ⽔と⾮常になじみの良い親⽔基（-OH）で覆われ、降
⽔によりコーティングと汚れの間に⽔が⼊り込み、汚れ
を浮き上がらせ洗い流す。 
 

優位性  

・専⽤塗布機による約１μｍの透明な酸化チタン被膜により
基材の意匠性を活かす。 

・建物以外にも⽂房具や家具など幅広い分野利⽤。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 広島ホームテレビ 番組「地球派宣⾔」 平成 27 年 8 ⽉ 31 ⽇に紹介された。 
� 中国放送（RCC） e タウンにて紹介された。  
  
 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

建物などの構造物などを始め、⼀般製品（⽂具・家具など幅広い製品）に応⽤可能 
 

導⼊実績  

・広島県呉市にある「てつのくじら館（潜⽔
艦）」の外壁、広島県呉市庁舎の外壁など
5,000 件以上で導⼊ 

・ペンの持ち⼿（ゴムグリップ）に塗布され
抗菌性を実⽤化された 

 

⾼度化  

・被膜の透明度の薄さおよび透明度の⾼さ。 
・安全性の⾼い⽔溶液であり、その利⽤汎⽤

性の⾼さ。 
 

環境への貢献  

・親⽔性による汚れ防⽌効果があり、メンテナンスコストの削減。 
・⼤気汚染物質である窒素酸化物（NOx）の分解による環境浄化作⽤。 
 

今後の課題  

 汎⽤性の⾼いコーティングシステムであり、さまざ
まな分野での利⽤を拡⼤していきたい。今後は、構造
物以外にも衛⽣的管理が必要な⼀般消費財向けの製品
への販路拡⼤していきたい。そのために当技術の知名
度を向上させていく必要がある。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 22 年 12 ⽉ 
資 本 ⾦：3,000 万円 
従業員数：230 名 
事業内容：⽯油製品および⾃動⾞関連商品の販売、⾃動⾞整備、保険代理業 

（⽣命保険、損害保険代理店）、CD・ビデオ・DVD のレンタル販
売（TSUTAYA)、本・CD・DVD リサイクル（BOOKOFF）、酸化
チタン関連、太陽光発電システム販売施⼯ 

 

企業の環境への想い  

当社は⽯油製品の販売から⾃動
⾞関連分野を中⼼に事業展開を続
けています。広島で育てていただか
なくてはならない会社でありたい
との願い、社会に⼀層貢献するため
環境事業にも注⼒しお役に⽴ちた
いと考えております。 

環境浄化効果

樹⽊ 130 本分の空
気浄化能⼒に相応 

防汚効果

⽔が汚れを洗い流
します。 
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廃棄物処理・リサイクル 

 

『機密書類も制服も、ＲＰＦ化で情報漏洩防⽌&リサイクル』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 
技 術 名 ：RPF 固形燃料の製造 
技術や製品の概要 ：プラスチック類、⽊くず、紙くず、繊維くずを原料として、

RPF 固形燃料に加⼯･製造。細かく破砕し、廃棄物を溶融
固化するため、精密書類や制服も安⼼して処理できる。RPF
は主として、熱乾燥や発電⽤ボイラー燃料として使⽤され
るサーマルリサイクルの⼀環である。

 
住所 ：広島県府中市⾼⽊町 502-10 
URL ：http://www.o-econos.com 
代表者 ：代表取締役 ⼩川 勲 
担当者名：本⼭兼鵜飼⼯場⻑ 井上 英樹 
電話 ： 0847-45-2998 
ＦＡＸ ： 0847-45-5872 
e-mail ： eco-info@o-econos.com 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

RPF の特徴 
・廃棄物固形化燃料 RPF「Refuse Paper & 

Plastic Fuel」は、従来、単純焼却や埋⽴さ
れていた廃プラスチック類・紙くず・⽊く
ず・繊維くず等の原料を破砕・固形化し、⽯
炭代替燃料として発電等に利⽤されている。
⽯炭に⽐べ、CO2 の排出量は 33%低く、コ
ストは 1/２〜1/3 程度。また灰分は⽯炭の半分程度であり、廃棄物埋⽴ての抑制も含めてサーマルリサイクルに
貢献する燃料として活⽤されている。 

・RPF 製造時に特に注意が必要な品質上の項⽬に塩素があるが、当社は蛍光 X 線分析器を⽤いて原料となる廃棄物
の分別や塩素含有量調査による製造技術を確⽴しており、今後、⼯業製品として利⽤の広がりが期待されている。 

当社の特徴 
・当社の事業は、RPF 製造、廃棄物処理事業、アクア事業を 3 本柱としており、「あらゆる業務を、ひとつの窓⼝

で」を合⾔葉に、地域社会と地球環境に貢献している。 

優位性  

・平成２７年３⽉に RPF 製造の JIS 認証（JIS Z 7311 RPF-A）を取得。 
・通常よりも厳しい許可基準をクリアした、優良な産廃処理業者の証である「優良産廃処理業者認定」を取得。ま

た、OHSAS18001 認証、ISO14001 認証を取得し、信頼性の⾼い事業運営を⾏っている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 17 年 10 ⽉ 財団法⼈クリーンジャパンセンター「奨励賞」受賞 
「リサイクルできなかった廃棄物の固形燃料化」 

� ⼩川勲代表取締役が、平成 26 年 6 ⽉「ひろしま環境賞」（広島県）、平成 27 年 11 ⽉「循環型社会形成推進
功労者環境⼤⾂表彰」（環境省）を受賞。 

� 平成１８年から 9 年間、スタンダード＆プアーズ社の格付け「ａａ」以上を獲得。 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

製紙⼯場における発電ボイラーの燃料、養鶏場における鶏糞燃焼の助燃材 

導⼊実績  

王⼦製紙、⽇本製紙、⼤王製紙など⼤⼿製紙会社 11 社 21 ⼯場、 
神⼾製鋼 加古川製鉄所、 養鶏場 2 社 

⾼度化  

広島県の協⼒の下、RPF 製造のノウハウや技術を海外でのサーマルリサイクルに活かす活動に取り組んでいる。 

環境への貢献  

・RPF は産業廃棄物を原料とした新しい代替燃料であり、リサイクルに 
おける資源の循環に貢献している。また、化⽯燃料と⽐較して CO2 の排出
量が削減できる。 

※RPF1 ㎏当たりの CO2 削減量 
⽯炭代替と⽐較した場合・・・・・・・・ 2.33kg 

  Ｃ重油代替と⽐較した場合・・・・・・・ 1.89kg 
  LNG 代替と⽐較した場合・・・・・・・・ 1.31kg 

【地域への貢献】 
・当社では CSR 活動に⼒を⼊れており、10 年以上道路清掃を⾏っている 

ほか、⼯場⾒学・エコノス農園による⾷育・環境イベント参加など、地域
に根ざした活動を多数実施している。昨年から⾼齢者⽀援として「おでか
け隊」「ふるさとを⽚付けたいの〜」サービスを開始。

今後の課題  

現状では、陶器など、技術的な問題で⼀部リサイク
ルできないものがある。今後は全ての廃棄物をリサイ
クルし、100％リサイクルを⽬指していく。 

知的財産権等取得状況  

「⾷の環 エコ堆肥」商標登録 第 4597005 号 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 27 年 3 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：208 名 
事業内容：⼀般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬及び中間処理再⽣、下⽔処 

理施設及びゴミ処理施設等の維持管理、浄化槽の維持管理及び
清掃、管洗浄及び各種ピットの清掃、環境設備機器・仮設トイ
レ等のレンタル、販売及び施⼯、RPF 固形燃料製造及び販売、
肥料・飼料の研究開発、製造及び販売 

企業の環境への想い  

循環型社会における役割と責任
を果たすため、廃棄物の分別を推し
進め、再資源化を図る事により、地
域環境並びに地球環境に与える環
境負荷をできる限り少なくします。
「埋めない」「焼かない」を実⾏し、
環境負荷の低減を実践していきま
す。 

【地域への貢献】 

⼯場⾒学 

⾼齢者⽀援「おでかけ隊」
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廃棄物処理・リサイクル 

 

『排出物を扱いやすい粒状にして再資源化』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ペレガイア 
技 術 名 ：造粒固化プラント 
技術や製品の概要 ：建設汚泥や焼却灰を造粒・固化し、資材へリサイクルする

プラント 

 
住所 ： 広島県府中市元町 77-1 
URL ： http://www.kiw.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 北川 裕治  
担当者名：環境推進室 下江 忠明  
電話 ： 0847-40-0545  
ＦＡＸ ： 0847-45-8614 
e-mail ： shimot@kiw.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

ペレガイア 
・ペレガイアおよびミキサ 

ペレガイア（混練造粒機）は攪拌・混練・造粒の 3 つの機
能を 1 台で持つ⾼性能混練造粒機である。スイングブレー
ド、多段ローラの回転は各々別駆動で、材料や⽤途に合わ
せて回転⽅向・回転速度が設定可能。粉体から⾼粘性材料
まで様々な材料に対応できる。 

その他の環境製品 
・放射能測定装置 

放射能汚染⼟をミキサにより均⼀混合し、その⼀部を⾼性能⾼速放射能測定する。
放射能濃度が⾼い⼟壌か低い⼟壌かを⼤量かつ正確に測定することで、中間処理
施設に保管する除染⼟壌を⼤幅に減らすことが可能となる。 

・ペレメイク（ペレット製造装置） 
フラット台式のペレタイザーであり、国内最⼤級の処理能⼒を有する。 
また、フラット台の特徴である粉砕機能を有し、⽊質から草本系までのペレット化が可能である。 

優位性  

・⻑年⽣コンクリートミキサで培ってきたノウハウを活かし、処理能⼒が⾼く⾼機能な造粒固化設備やペレット製
造装置を開発している。 

・ペレガイアはミキシング機能が⾼いので、安定化（無害化）処理時に必要な薬品類の分量を最低限に抑えられる。
特に危険物の場合に有効。 

・３つの機能を持つので個別の機器を併⽤するよりコンパクトで省スペースである。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

モバイル型ユニットから⼤型プラントまで、顧客の要望に合わせた設計・施⼯で最適なプラントを提案。 

ペレガイア

造粒固化プラント 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・ペレガイア：⼤⼿製鉄所、製紙会社、中間処理、採⽯場、ゼネコン（東⽇本⼤震災での⽡礫処理）他 
・ペレメイク：ペレット製造業 他 

導⼊実績  

・ペレガイア：平成１０年より約 200 機の実績 
・放射能測定装置：現在福島を中⼼に PR 中 
・ペレメイク：平成２１年より約 10 台  

⾼度化  

・プラントをユニットタイプでパッケージ化して提案。 
・NEDO、トヨタ⾃動⾞株式会社と共同で、農産副産物や資源作物からバイオマス発電所向けのペレット燃料を製

造する技術・設備を開発中。インドネシアにユニット型ペレット製造設備を設置し、実証実験を⾏っている。 

環境への貢献  

・ 粉状や泥状で扱いにくい廃棄物を造粒固化
することで、建築資材などへ再資源化が可
能となる。 

・ 輸送⽤エネルギーコストの低減 
・ 処分場の延命 
・ 除染⼟壌の減容 

今後の課題  

環境分野は政策的な要素が強く、市場変化も激しい
領域であるため、市場の動向情報の⼊⼿が課題である。 
また、個別分散型の事業であり幅広い知識が必要とな
るため、⼈材の確保と育成が課題となる。  

知的財産権等取得状況  

・ペレガイア：特許取得済み、周辺特許有り 
・放射線測定装置：特許取得済み 
・ペレメイク：特許申請中  
              他、多数の特許あり     

企業概要  

創 業 年：⼤正７年３⽉ 
資 本 ⾦：86 億 4,000 万円 
従業員数：908 ⼈ 
事業内容：・⾦属素形材事業(⾃動⾞部品、建築機械部品、農業機械部品など) 

・⼯機事業(旋盤⽤チャック及び回転シリンダ、NC 円テーブル      
 など) 
・産業機械事業（コンクリートプラント、コンクリートミキサ、建

設⽤クレーン、環境関連設備及びリサイクルプラントなど） 
・駐⾞場事業（⾃⾛式⽴体駐⾞場）

 

企業の環境への想い  

社会的な環境意識が⾼まる今⽇、
私たち企業は、⽣産性を⾼めると同
時に省資源・省エネルギーを推進し、
環境効率を⾼めなくてはなりません。  

当社では、事業の柱の⼀つとして
環境事業に取組み、有効資源をくま
なく利⽤して余分な排出物を減らす
循環型社会に貢献します。 

ペレガイアのリサイクルシステム



 

クリーンアース・ 

ホールディングス株式会社 
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環境調和型製品 

 

『もっともっと地球と仲良くするために。⼟から⽣まれ、⼟に還る⽣分解樹脂原料』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：クリーンスターチ・エコロジーシステム 
技 術 名 ：⽣分解性プラスチック 
技術や製品の概要 ：トウモロコシのでんぷんをベースとした、ハイブリットペ

レットの製造。これを原料として成型加⼯された樹脂製品
は、⼟に埋めると分解され⼟に還る。 

 
住所 ：広島県広島市中区上⼋丁堀 

７－１  
URL ：http://www.clean-earth.net 
代表者 ：代表取締役 久保河内 豊 
担当者名：常務 吉⽥ 晋  
電話 ：082-222-9381 
ＦＡＸ ：082-222-9382 
e-mail ：nihon_flex@yahoo.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・クリーンスターチは、トウモロコシのでんぷんであるコーンスターチと、 
樹脂原料とのハイブリットペレットである。⼀般プラスチックとは異なり、
燃やしても有毒ガスやダイオキシンは発⽣しにくい。⼟に埋めると微⽣物
の働きにより分解され⼟に還る。 
クリーンスターチの特徴としては、以下が挙げられる。 

・低コストで、しかも安全性が⾼い。  
・加⼯しやすく、⽔に強いので製品バリエーションが多彩である。  
・燃焼時にダイオキシンを発⽣しない。発熱量が低く焼却炉に優しい。  
・⼟に還るので環境に優しい。 

・クリーンスターチの開発は、カーボンニュートラルという概念に基づき 
開発された。カーボンニュートラルとは、植物由来燃料･原料の燃焼･分解
に伴って排出された CO2 と、元となる植物が成⻑過程で吸収した CO2 が同
量になることを指している。 

 

優位性  

・当社のクリーンスターチは、他社の⽣分解性プラスチックと⽐較して、⾊が⽩く⾼品質である。でんぷんは 200 度以上の熱
を加えると焦げてしまうため、通常は製造時の熱で⾊がついてしまう。当社では、特殊なバインダーを使⽤したうえ最適な配
合率を研究し、においがなく真っ⽩なペレットに仕上げている。よって、美観的に美しい様々な製品に加⼯できる。 

・クリーンスターチを使って樹脂製品を作る場合でも、特別な成型機を必要とせず、通常のプラスチック成型機が
使⽤できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

⽇本⾷品分析センターによる⽣分解度試験で、28 ⽇後には⽣分解度が 19.0％と確認されている。 

クリーンスターチの製造 

クリーンスターチのペレット 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

企業の PR 品、農業分野などへの利⽤ 
⼀般に⽯油由来樹脂で作られているもの全般に加⼯が可能である 

導⼊実績  

郵便局他での PR ⽤ノベルティグッズ、物産館での買い物袋、牡蠣を⼊れる袋とし
て抗菌⼒のあるよもぎ⼊りシートの導⼊など。 

 

⾼度化  

・中国で共同研究を⾏い、環境改善策に関する事業を推進する。 
・カーボンニュートラルの概念から、28 年度は、バイオエタノールの分野にも広げ

ることを検討。 
 

環境への貢献  

・⽣分解樹脂製品は⽣産や廃棄の段階で環境に害を与えない。 
 

今後の課題  

国内では、原料が⾼いことと⾼品質が求められるこ
とにより、コストが⾼くなる。よって、海外の企業へ
技術提供して現地で⽣産・販売することを検討してい
る。そのための海外情報や、現地事情に詳しい⼈材が
必要となる。 

知的財産権等取得状況  

〈特許〉 
・T00049 抗菌性を有する⽣物崩壊性樹脂組物 
・T9903 ⽣物崩壊性樹脂組成物及びその製造⽅法 
 

企業概要  

創 業 年：平成１２年 7 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：5 名 
事業内容：・⽣分解性樹脂、開発、企画、製造、販売 

・⽣分解性にかかわる新規製品の研究開発 
・商品販売の SP ツール、ノベルティの企画販売 
・海外貿易業 
 
 
 
 

企業の環境への想い  

クリーンアースという社名は、地
球をきれいにという意味を持ってい
ます。プラスチック製品は便利な反
⾯、環境に負担をかけます。⼟に還
るクリーンスターチによってゴミを
減量するとともに、極⼒⽯油製品を
使わず天然資源を使うようにして、
⾃然環境を守り、社会に貢献したい
と考えています。 

【クリーンスターチを使った商品例】 
日用品 

農業用マルチシート 
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環境調和型製品 

『ステンレスに、より耐⾷性
つ よ さ

と輝きを！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：電源器「スーパーシャイナー」、電解液「ピカ素」  
技 術 名 ：ステンレスの中性塩電解焼け取り及びウルトラ不動態化  

技術や製品の概要 ：スーパーシャイナー ステンレス表⾯を陽極または直流 

交流を重ね合わせた特殊波形の6価クロム対策型の電源器シ
リーズ。 

ピカ素 当社が独⾃に開発した 6 価クロム対策型の無機中
性塩を主体とした電解液シリーズ。布状モップを被せた電
極に本液を浸し、ステンレス表⾯を軽くなぞることで、電
気化学反応が起こり、溶接焼けやさびが瞬時に取れる。 

 
住所 ： 広島県広島市佐伯区五⽇市町 

美鈴園 17-5 
URL ：http://www.chemical-y.co.jp/ 
代表者 ：代表取締役社⻑ ⼭本 正登 
担当者名：取締役副社⻑ 上⽥ 隆 
電話 ： 0829-30-0820 
ＦＡＸ ： 0829-20-2253 
e-mail ： ueda@chemical-y.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

ステンレス中性塩電解焼け取り法 ステンレス製品の溶接部は、そ
のままにしていると⿊い焼けやさびが出て美観上好ましくない
上に、腐⾷が進⾏し、重⼤事故に繋がる。そこで、焼けやさびを
取る必要があるが、これまでは毒劇物である硝フッ酸を使⽤する
酸洗⽅式が主流で、⾮常に危険を伴う作業であった。 

当社⼭本正登は、現場からこのような危険を伴う作業を排除し
たいと考え、画期的な「ステンレス中性塩電解焼け取り法」を世
界に先駆けて開発した。これは、当社が独⾃に開発した電源器（ス
ーパーシャイナ―シリーズ）と電解液（ピカ素シリーズ）を使⽤
することで簡単に焼けやさびを取ることが可能であると共に、ス
テンレスの表⾯に不動態⽪膜を形成し、耐⾷性が著しく向上する。 

優位性  

・安全性が⾼く、環境を破壊しない。また、作業スピードが⼤幅に改善さ
れ、製品の仕上がり（美観）も良好。 

・当社独⾃のウルトラ不動態化効果で、ステンレスの耐⾷性が⼤幅に強化される。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 9 年 科学技術庁⻑官賞  (特許「ステンレス鋼表⾯仕上法と検査法」)※以下全て、⼭本正登個⼈の受賞 
� 平成 10 年 ⻩綬褒章 (特許「ステンレス鋼表⾯仕上法と検査法」) 
� 平成 14 年 特許庁⻑官表彰  ⼯業所有権の有効活⽤で制度普及に貢献 
� 平成 25 年 旭⽇双光章  安全無害な中性塩電解焼け取り法の開発と普及によるステンレス溶接業界への貢献 

 
電源器（スーパーシャイナ―Ａ２） 

 
中性塩電解液（ピカ素#SUS S・C・C） 



 

 

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

ステンレスの溶接作業を⾏う全国の⾦属加⼯業者など 

導⼊実績  

三菱重⼯業、サタケ、ホーコス、ホシザキ電機をはじめ全国の機械製造、
⾦属加⼯、⾷品製造、造船等多くの企業へ販売中。 

⾼度化  

・「ステンレス鋼製プラント、機器類の応⼒腐⾷割れ予防保全ないしは  
延命処理⽅法」を特許化し、不動態化度を判別可能な「ステンチェッカ 
ー」とウルトラ不動態化電解処理技術を使って、⼤型のステンレスプラ
ントなどの健全性を評価し、延命化処理が可能。 

環境への貢献  

・本技術により、全国のステンレス製品を扱う⼯場で、⾶躍的に安全性が 
⾼まった。 

・毒劇物の硝フッ酸を使⽤しない環境にやさしい作業現場を実現した。

今後の課題  

本技術は、まだ普及途上である。理由の⼀つは、⼤
⼿企業等が作成する溶接焼け取りの施⼯仕様書に「酸
洗のこと」と指定されていることが多く、⼯事を請け
負う中⼩企業では酸洗⽅式に従わざるを得ないためで
ある。今後は、国をはじめ関係者の理解を促すことで、
より多くの企業が危険な酸洗作業から解放され、環境
に優しい中性塩電解焼け取り技術がより広く浸透する
ことを期待したいと考えている。 

知的財産権等取得状況  

・含弗素乃⾄含弗素・酸素系⽪膜層を形成させたステ
ンレス鋼とその製造⽅法 （特許第 4218000） 

・表⾯改質ステンレス鋼及び表⾯改質ステンレス鋼の
処理⽅法 （特許第 4678612） 

・ステンレス鋼製プラント・機器類等の応⼒腐⾷割れ
予防保全ないしは延命処理⽅法（特許 5747268） 

ほか 30 件以上特許保有 

企業概要  

創 業 年：昭和 57 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,600 万円 
従業員数：53 名 
事業内容：ステンレスの溶接焼け・さび取りと電解研磨⽤資材、ステンレ 

スの⾮破壊的材質判別及び不動態化度測定⽤チェッカー、 
その他鉄、アルミなどの実⽤⾦属の溶接焼け取りとさび・汚れ
取り洗浄剤 
 
 
 

企業の環境への想い  

当社は、社⻑の⼭本が定年退職後、
⼀念発起して、毒劇物である硝フッ
酸の使⽤を伴う劣悪な作業現場で
あるステンレスの酸洗作業を安全
な環境に転換することを念頭に、
“ステンレスにより耐⾷性（つよさ）
と輝きを”をスローガンに設⽴した
会社です。 

⼤型装置でも対応可能 

⼥性でも楽々とさび取りが可能 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾬⽔を利⽤し、⽔やりの⼿間と費⽤を⼤幅に削減した緑化システム』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：WATER WITH GREEN 
技 術 名 ：廃ガラスを主原料とした軽量発泡資材（スーパーソル）を

使⽤した貯⽔システムおよび緑化システム 
技術や製品の概要 ：①⾬⽔貯留槽②揚⽔柱③システム専⽤⼟からなる構造で 

ある。スーパーソルを使⽤したシステム専⽤⼟の乾燥に呼
応し、⾬⽔貯留槽から揚⽔柱を通じて、システム専⽤⼟に
適度な⽔分を供給する省管理型緑化技術である。

 
住所 ：広島県呉市広多賀⾕ 1-9-30 
URL ：http://www.cocco-at.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 槙岡 達真 
担当者名：スーパーソル営業統括リーダー 

⼭根 武志 
電話 ： 082-536-0120 
ＦＡＸ ： 082-536-0125 
e-mail ： yamane.t@cocco-at.jp 

技術・製品の特徴、優位性        

技術・製品の特徴  

 
アルカリ性の廃ガラス軽量発泡資材（スーパーソル） 
 スーパーソルを使⽤した⾬⽔貯留槽では、スーパー
ソルにより貯留⽔が弱アルカリ性に維持され、貯留し
ている⾬⽔を循環させなくても、⽔質を維持する。ま
た貯留槽に揚⽔ポンプを取り付ければ、⾬⽔を断⽔時
にも安⼼してトイレ排⽔⽤⽔などとして利⽤できる。 

適度に⽔分を提供する揚⽔柱  
 システム専⽤⼟の乾燥具合に合わせ、独⾃技術であ
る揚⽔柱から⽔分を供給するシステムである。貯留槽
上の植物への毎⽇の⽔やりの⼿間と⽔道代を削減する。 
 

優位性  

・意匠性に富んだ平⾯形状にフレキシブルな対応可能 
・⾬⽔を利⽤することによる低コスト化 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� ⼭陰経済ウィークリー 平成２６年１０⽉ 掲載 
� ビジネスフェア中四国 2015 紹介  
� 広島経済レポート 平成２７年２⽉ 掲載 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

緑化や⾮常⽤⽔を必要とする国内全域の空きスペース、公共機関のスペース 

導⼊実績  

・株式会社こっこー福⼭営業所 

⾼度化  

・独⾃技術である揚⽔柱から⽔分を供給するシステム 
・あらゆる場所に対応できるフレキシブル性 

環境への貢献  

・廃ガラスを再⽣ガラスにリサイクルするよりも、半分
以下の燃焼度温度で済み、CO2 削減の排出削減 

 （スーパーソルの特徴）。 
・緑化⾯積の増加による CO2 吸収増加。 
・⾬⽔を利⽤することによる⽔資源の確保。 
・災害時に利⽤する事も可能。 

今後の課題  

 課題としては、当技術の知名度が低いことにある。
また⺠間企業や公的機関が環境対策の⼀環として、積
極的な緑化事業・災害対策事業の意識・⾵⼟を向上さ
せていくことが必要。その中で当社の特徴・優位性を
知ってもらい、知名度の向上を図る必要がある。 
 

知的財産権等取得状況  

・実⽤新案 第 3191153 号 
 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和２６年６⽉４⽇ 
資 本 ⾦：9,900 万円 
従業員数：334 名 
事業内容：スクラップ・産業廃棄物の収集運搬から適正処理を⾏う「資源循

環事業」をはじめとし、鉄に関する加⼯・販売及び建材販売・建築
⼯事を⾏う「⽣活環境事業」、⼤⼿企業の構内作業をおこなう「製
鉄事業」の３事業を柱とした事業展開。 

 

企業の環境への想い  

⼈が⼼地よい環境を保つことは
もちろん、資源の枯渇や最終処分場
の逼迫、そして地⽅の振興を考える
とき、地⽅で循環型社会に寄与する
静脈産業を担う企業は今後ますま
すその必要性を増すと考えており
ます。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『地球に優しく信頼の技術で未来を創造する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃⽊材の破砕・選別機械装置 
技 術 名 ：⽊材リサイクルのための破砕・選別システム 
技術や製品の概要 ：破砕選別システム機械は、廃⽊材を破砕・篩い分け・選別

する独⾃技術システムを構築し、⾼品質・⼤量⽣産・低コ
ストを実現した⽊材チッププラント 

 
住所 ：広島県呉市中央 1-6-9  

センタービル呉駅前 403 号室 
URL ：http://biomass-hasaiki.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 梶川 守夫 
担当者名：代表取締役 梶川 守夫 
電話 ： 082-360-5000 
ＦＡＸ ： 082-360-5001 
e-mail ： kajikawa@sanyoeng.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
独⾃ノウハウによる⽊材の破砕・選別システム 

顧客⼯場条件に合わせたきめ細かなシステム設計が可能
であり、⽣産される⽊材チップの状況に合わせた破砕（ハン
マーミル・ドラムチッパー他）や選別（旋回スクリーン他）
の設計・製造。 

 
⽊材チップ中に含まれる異物除去技術 
 技術の蓄積により、破砕した⽊材チップ中に存在する⾦
属・⽯などの異物を、⾵⼒・⽔・センサーなどを使⽤して異
物を除去するシステム。 

 

優位性  

・顧客の要望に合わせた機械設計が可能 
・⻑年のノウハウ蓄積を有し、独⾃のシステム 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 地域産業活性化⽀援事業補助⾦ 採択 
 
 

 破砕対象物 破砕後 

建
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技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

国内全域のバイオマス発電・プラント、製紙メーカー、 
建材メーカー、廃棄物中間処理業 

導⼊実績  

・王⼦製紙㈱富岡⼯場 
・㈱ミツウロコ岩国発電所 他 150 件以上で導⼊ 

⾼度化  

・独⾃ノウハウによる低コスト⽣産システム。 
・⻑年の経験による過酷な現場での耐久性の⾼さ。 
 

環境への貢献  

・間伐材の需要を促進させ、森林整備へ貢献。 
・⽊材からエネルギー資源への転換することによる CO2 の

ゼロへの貢献 

今後の課題  

 今後バイオマスエネルギー市場が拡⼤していく中で、
当社の設備を知ってもらい、需要拡⼤をしていくこと
が課題である。当社の強みである低コスト⽣産システ
ム・設備の耐久性から地域での地産地消のエネルギー
資源確保に役⽴てていきたいと考えている。 

知的財産権等取得状況  

・⽊材チップ分離装置 実⽤新案 3146626 号 
・電池選別機 特許 5625153 号 
・ドラムチップ供給装置 特許申請中 
 

企業概要  

創 業 年：平成１３年 4 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：8 名 
事業内容：廃棄物の処理及び再利⽤を⽬的とした機械設備の設計、制作、 
     据付、販売業務 
     （各種破砕機、各種粉砕機、フルイ機、選別装置、搬送装置） 
 

 

企業の環境への想い  

三蓉エンジニアリングは、⽊材の
破砕、選別技術を通じて、再⽣可能
な資源エネルギーである⽊材を有
効利⽤する循環型社会の確⽴を⽬
指し、⼜、⽊質バイオマス資源の有
効利⽤による CO2 削減、地球環境
の保全に貢献します。 

 

ドラムチッパー ハンマーミル 

  

バーク破砕機 旋回スクリーン 
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環境関連サービス 

『高度な専門技術と技術シナジーを発揮し，安全・安心・快適な地域づくりに貢献します。』 

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 
技 術 名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生活 

環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、自 
然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を基軸
とした未来につながる地域づくりのために、総合技術力を
発揮し、多様な要望へ対応している。 

 
住所 ： 広島県広島市南区出汐 2-3-30 
URL ： http://www. cecnet.co.jp  
代表者 ： 取締役社長 末國  光彦 
担当者名：福原  和顕 
電話 ： 082-256-3362 
ＦＡＸ ： 082-251-0302 
e-mail ： fukuhara@cecnet.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  
 
中電技術コンサルタント株式会社は、

土木、建築、電気・通信、情報および
各種調査部門を擁する総合建設コンサ
ルタントとして、社会生活と密接に関
係する道路・橋・ダム・堤防・防波堤・
上下水道などの社会資本設備の整備や
それらの管理に係わる計画・調査・設
計・維持管理などの各段階で、地域社
会の皆さまのニーズと信頼にお応えし
ている。 
各種事業の環境影響評価など環境コ

ンサルティングにおいても、未来につ
ながる地域づくりのために、総合技術
力により対応している。 

 

優位性  

・土木、建築、電気・通信、情報および各種調査部門を擁し、総合的な技術力を保有する。 
・環境・エネルギー、維持・管理、防災、生活環境、情報通信など様々な分野の豊富な経験と業務実績を有する。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 国土交通省 中国地方整備局長表彰 広島西部山系豪雨災害緊急調査業務（平成 27年度） 
 国土交通省 中国地方整備局出雲河川事務所長表彰 志津見ダム･尾原ダム管理運用検討業務（平成 27年度） 
 島根県浜田河川総合開発事務所長表彰 都治川治水ダム建設事業(波積ダム)環境調査･予測評価業務(平成 27年度) 

等 多数の業務表彰実績あり 

 

 環境コンサルティング業務の流れ（例：ダム建設事業）  

－ 90 －
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環境関連サービス 

『高度な専門技術と技術シナジーを発揮し，安全・安心・快適な地域づくりに貢献します。』 

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 
技 術 名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生活 

環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、自 
然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を基軸
とした未来につながる地域づくりのために、総合技術力を
発揮し、多様な要望へ対応している。 

 
住所 ： 広島県広島市南区出汐 2-3-30 
URL ： http://www. cecnet.co.jp  
代表者 ： 取締役社長 末國  光彦 
担当者名：福原  和顕 
電話 ： 082-256-3362 
ＦＡＸ ： 082-251-0302 
e-mail ： fukuhara@cecnet.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  
 
中電技術コンサルタント株式会社は、

土木、建築、電気・通信、情報および
各種調査部門を擁する総合建設コンサ
ルタントとして、社会生活と密接に関
係する道路・橋・ダム・堤防・防波堤・
上下水道などの社会資本設備の整備や
それらの管理に係わる計画・調査・設
計・維持管理などの各段階で、地域社
会の皆さまのニーズと信頼にお応えし
ている。 
各種事業の環境影響評価など環境コ

ンサルティングにおいても、未来につ
ながる地域づくりのために、総合技術
力により対応している。 

 

優位性  

・土木、建築、電気・通信、情報および各種調査部門を擁し、総合的な技術力を保有する。 
・環境・エネルギー、維持・管理、防災、生活環境、情報通信など様々な分野の豊富な経験と業務実績を有する。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 国土交通省 中国地方整備局長表彰 広島西部山系豪雨災害緊急調査業務（平成 27年度） 
 国土交通省 中国地方整備局出雲河川事務所長表彰 志津見ダム･尾原ダム管理運用検討業務（平成 27年度） 
 島根県浜田河川総合開発事務所長表彰 都治川治水ダム建設事業(波積ダム)環境調査･予測評価業務(平成 27年度) 

等 多数の業務表彰実績あり 

 

 環境コンサルティング業務の流れ（例：ダム建設事業）  

技術・製品の利用実績［利用分野、高度化利用、環境への貢献］  

利用分野  

・河川･砂防、海岸･海洋、港湾･空港、道路･
トンネル･橋梁、上下水道、廃棄物、発
電所等の各種事業 

・大気環境、水環境、土壌環境、自然環境
（動物･植物･生態系）、景観、廃棄物等
の各種環境分野 

導入実績  

・河川･道路･海域等の環境調査 
・ダム･道路･埋立事業等の環境影響評価 
・水質･動植物等の環境保全対策検討 
・環境基本計画、環境管理計画策定 
・J-クレジット支援 
  等多数の業務実績あり 

高度化  

・大気質･動植物等の環境調査技術 
・水質･生態系等の環境影響予測･評価技術 
・各種事業の環境保全対策技術 

環境への貢献  

・環境コンサルタント事業を通して、低炭
素社会、自然共生社会、循環型社会の構
築に貢献する。

今後の課題  

 今後、環境を軸とした未来につながり地域づくりの
ために、「技術を磨き、技術を競い、技術で選ばれる」
「技術創造企業」を目指す。 

知的財産権等取得状況  

・感潮河川の泥質及び水質改善方法 
・防音装置及び防音方法 
・防災事業計画支援システム  等多数あり 

企業概要  

創 業 年：昭和 40年 7月 15日 
資 本 金：1億円 
従業員数：370名 
事業内容：土木、建築、電気、機械設備の調査、測量、計画、設計、工事

監理、地域開発、環境影響予測評価に関する調査、企画および
立案、海事関係および防災関係の調査、研究等 

 

企業の環境への想い  

建設コンサルタントには、社会資
本整備をリードしていく使命があ
ります。環境コンサルティングには
時代に先がけて取り組み、産学官と
の連携も推進しながら、地域の未来
につながる環境に貢献していきま
す。 

①植生の遷移予測を組み入れた平面二次元河床変動シミュレーション 

河川内の植生の流出結果を，植生の遷移予測を組み入れた平面二次元河床
変動モデルにより再現します。この結果，計算後の植生の流失状況について，ほぼ
現況の流失状況を再現できます。植生の分布状況は，自社保有の小型無人飛行
機で，空中からの撮影により確認できます。 

 
 
 
 
 

 

 
②置き土流下のシミュレーション 

ダム下流に設置した置き土の
流下過程を平面二次元河床変
動モデルにより再現します。この解
析モデルによる計算後の置き土
の下流過程は，現況の下流状
況をほぼ再現できます。 
これにより，置き土による下流

河川の環境（生物の生息環境
の変化），治水，利水の環境
変化が可能になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 河川環境影響評価の事例（環境影響予測･評価技術）  
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環境調和型製品 

⾷品資源リサイクル機器 マジックバイオくん 『⽣ごみは、⼟が⾷べてくれる！』 

技術・製品の基本情報 

技術・製品名 ：⾷品資源リサイクル機器「マジックバイオくん」  
技 術 名 ：微⽣物の⼒により⾷品残渣を発酵分解し⼤幅減容 
技術や製品の概要 ：「環境に適した⽣ゴミ処理の⽅法とは。」その答えは⾃然

の中にあった。 ⾃然に⽣息する微⽣物の働きを⽣ゴミ処
理に利⽤。 ⽣ゴミに含まれる有機物を⽔蒸気と炭酸ガス
に分解し、数時間で⽣ゴミを約 90％減容。毎⽇発⽣する
⼤量の⽣ゴミも、効率よく処理できる。 

 
住所 ： 広島県広島市中区三川町 26 

    くれしん広島ビル 9 階 

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

代表者 ： 代表取締役 中本 義範 
担当者名：技術本部⻑ 佐々⽊ ⼤五郎 
電話 ： 082-247-1100 
ＦＡＸ ： 082-247-6161 
e-mail ： info@techcorporation.co.jp 

 

技術・製品の特徴、優位性 

技術・製品の特徴 
 特許技術の撹拌⽖と菌床材の最適なコンビネーションにより⾼
速に⽣ごみ処理を実現。 
 近畿⼤学⼯学部との共同開発によって⽣まれた菌床材「バイオ
テックユーノサ」は⾷品廃棄物を 24 時間で約 90％減容する。ま
た、処理槽内の撹拌⽖は、菌床材を均⼀に撹拌し好気性菌の活動
を活発にする。また、撹拌と同時に⾷品廃棄物を砕く、押し切る、
すりつぶす作業を同時に⾏うことができる特殊形状で、微⽣物に
よる発酵分解をさらに促進。 

優位性  

・⾼速発酵分解による⾼い減容率と、⽩⾦触媒を使った⾼性能脱臭装置が、都⼼部の飲⾷店での運⽤を可能に 

する。 

・また⾃社 8 拠点と各都道府県の販売店によるサポート体制が充実。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー） 

� 平成 11 年 科学技術振興事業団「平成 11 年度独創的研究成果育成事業」に選定。 
（バイオ式減容型無臭⾼速⽣ゴミ処理システム） 

� 平成 11 年 財団法⼈広島県産業振興公社「平成 11 年度ベンチャー企業育成⽀援融資事業」に選定。 
� 平成 11 年 「ひろしまベンチャー育成機構」創造的中⼩企業等育成事業投資対象企業に選定。 
� 平成 16 年 ⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会「第 12 回中国地域ニュービジネス特別賞」受賞。 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］ 

利⽤分野 
⾷品廃棄物リサイクル 

導⼊実績 
2,000 台以上 

⾼度化 

脱臭装置の排熱を再利⽤した省エネタイプ。 

環境への貢献 

・化⽯燃料を使⽤せずに⽣ごみを減容するため、⼤幅なCO2削減効果。 
・３R（Reuse, Reduce, Recycle）の啓発。 
・⾷品資源のリサイクルループ構築。 
 

今後の課題 

 従来はサービス業向けの装置であったが、製造業へ
の対応も踏まえ、単⼀⾷品廃棄物や油脂を多く含む廃
棄物の⾼効率処理。  

知的財産権等取得状況 

特許取得 
・⽣ごみ分解菌床の調整⽅法 
・⽣ごみ処理における撹拌粉砕装置 
 

企業概要 

創 業 年：昭和５９年４⽉３⽇  
資 本 ⾦：7,000 万円 
従業員数：140 名 
事業内容：環境機器の開発、製造、販売、保守 
 

 

  企業の環境への想い 

30 年後の世界に、いかに若者たちが健や
かに⽣きていける社会をつくるか、いかに⼈
と環境をつなぎ、調和させるか、私たちは
⽇々、その課題を解決する製品を⽣み出す技
術を磨き、その製品を普及させるための意志
を培っています。そして、それらの製品は、
暮らしの延⻑線上に存在する⾝近な問題を
解決するものがほとんどで、私たちが中⼩企
業であるがゆえの強みだと考えています。そ
の利点を活かし、全国の企業様に向けてきめ
細かなサービスとサポートを提供する。こう
した⼀つひとつのビジネスを明⽇へと積み
重ねていくことで、私たちは全国に、世界に、
企業活動のフィールドを広げてまいります。 
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環境調和型製品 

『瀬戸内海に浮かぶ島の町工場から生まれた CO2 の排出量発生を抑えた化石燃料を使用し

ないエコ製品！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
技 術 名 ：スパイラル方式によるガス発生装置 

技術や製品の概要 ：木質ペレット、竹ペレット、アシ、ヨシ草のペレットを 
ガス化炉に投入して、点火は 200V、400W、電気ヒーター
40分。点火後大気空気を利用してガスを発生し、発生した
ガスからタール、酢液を取り除き、ガスタンクに溜め、温
水ボイラーにバーナーで燃焼。温水利用。ガスタンクから
ガスを利用。発電気エンジンの燃料として発電ができる。 

 
住所 ： 広島県尾道市向島町 5576-3 
URL ： ー 
代表者 ： 代表取締役 東根 秀幸 
担当者名：代表取締役 東根 秀幸 
電話 ： 0848-44-1393 
ＦＡＸ ： 0848-44-3680 
e-mail ： touneseisaku@deluxe.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 新開発のMIRAITONEは、木質ペレッ
ト及びチップを、空気を利用して蒸し焼きにしてガスを発生。
ガスに含まれるタールや水分を除去したのち、バーナーでボ
イラーの燃料として利用できる。CO2の排出も廃棄物も限り
なくゼロに近い製品。 

 

優位性  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 

・特許を取得した独自のスパイラル方式により、ガス発生ま
で約 15分。 
・ガス化により、CO2の発生が少なく、灰や煙を出さない。 
・冷却の際に出る木酢液、タールも様々な用途に再利用でき、
廃棄物ゼロ。 
・産業廃棄物として処分されている木質バイオマスを活用し、
さらに熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小
限に抑える。産廃ゼロエミッション、無公害を実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成２6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金採択、経済産業省 
 広島県の「ものづくり」～オンリーワン・ナンバーワン企業～ 製品・技術に掲載  

 

 

木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
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環境調和型製品 

『瀬戸内海に浮かぶ島の町工場から生まれた CO2 の排出量発生を抑えた化石燃料を使用し

ないエコ製品！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
技 術 名 ：スパイラル方式によるガス発生装置 

技術や製品の概要 ：木質ペレット、竹ペレット、アシ、ヨシ草のペレットを 
ガス化炉に投入して、点火は 200V、400W、電気ヒーター
40分。点火後大気空気を利用してガスを発生し、発生した
ガスからタール、酢液を取り除き、ガスタンクに溜め、温
水ボイラーにバーナーで燃焼。温水利用。ガスタンクから
ガスを利用。発電気エンジンの燃料として発電ができる。 

 
住所 ： 広島県尾道市向島町 5576-3 
URL ： ー 
代表者 ： 代表取締役 東根 秀幸 
担当者名：代表取締役 東根 秀幸 
電話 ： 0848-44-1393 
ＦＡＸ ： 0848-44-3680 
e-mail ： touneseisaku@deluxe.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 新開発のMIRAITONEは、木質ペレッ
ト及びチップを、空気を利用して蒸し焼きにしてガスを発生。
ガスに含まれるタールや水分を除去したのち、バーナーでボ
イラーの燃料として利用できる。CO2の排出も廃棄物も限り
なくゼロに近い製品。 

 

優位性  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 

・特許を取得した独自のスパイラル方式により、ガス発生ま
で約 15分。 
・ガス化により、CO2の発生が少なく、灰や煙を出さない。 
・冷却の際に出る木酢液、タールも様々な用途に再利用でき、
廃棄物ゼロ。 
・産業廃棄物として処分されている木質バイオマスを活用し、
さらに熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小
限に抑える。産廃ゼロエミッション、無公害を実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成２6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金採択、経済産業省 
 広島県の「ものづくり」～オンリーワン・ナンバーワン企業～ 製品・技術に掲載  

 

 

木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 

技術・製品の利用実績［利用分野、高度化利用、環境への貢献］  

利用分野  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 
・温泉施設の加温、かけ流し用温水 
利用 

・病院・老人施設・温水プールなど 
の温水供給用 

・養鰻水槽内温水供給用 
・花き育成ハウス、野菜・果樹育成 
 ハウス、畜産育成ハウス内暖房用 

導入実績  

・木質ペレット燃料ガス生成装置  
・木質ペレット焚き温風機 
・廃液処理装置  

高度化  

・ ガス化によるエネルギー供給 

環境への貢献  

・ 『木くずを宝に変える技術』―焼却炉製造で培ってきた経験と環境に負荷をかけないバイオマス燃料により創ら
れたガスから、発電はもちろん、ガソリンや LPガスに代替してエンジンを動かすことも可能。 

・ 産業廃棄物処分されている木質バイオマスを活用し、熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小限に抑える。 

今後の課題  

 将来、間伐材、端材など地産地消の木質チップやペ
レットによる CO2を出さないクリーンエネルギーの創
出を目指す。 
 
 

 

知的財産権等取得状況   

・特許取得：燃料ガス生成装置・廃液処理装置 
天然素材であるヘチマを用いた集塵フィルターの製
造方法・殺菌抗菌剤、殺菌抗菌用のカルシウム粉末
及びその製造方法                        

・商標登録：MIRAITONEミライトーン 

企業概要  

創 業 年：昭和 6０年 10月 
資 本 金：300万円 
従業員数：４名 
事業内容：各種焼却炉製造販売及び修理、製缶工事、環境に関する機器類

の研究開発 
 

企業の環境への想い  

広島の小さな島の町工場が、長年、
焼却炉製造で培ってきた経験と研
究の成果と、環境への熱い思いを込
めて、木質バイオマス燃料ガス生成
装置を製造しています。世界で 

1台だけの製品をご提案します。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『持続可能な社会の実現のために、情報・技術を提供する環境総合コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃棄物処理・処分事業に関するコンサルティング業務 
技 術 名 ：廃棄物処理計画、環境保全対策、3R 循環型・低炭素社会

形成、環境施設計画・設計・発注⽀援、環境調査 他  

技術や製品の概要 ：廃棄物処理 処理事業を⾏う地⽅公共団体の施設整備に 

関する計画⽀援から施設設計、⼯事監理、運営計画の策定
まで、総合的にコンサルティングを実施 

環境保全対策 最終処分場や環境施設跡地に係る⼟壌汚染等を
はじめとする環境汚染対策や調査に関する技術提供を実施

 
住所 ：広島県広島市中区広瀬北町 3-11 
URL ：http://www.technology.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 友⽥ 啓⼆郎 
担当者名：営業部⻑ 打海 智⾏ 
電話 ： 082-297-8700 
ＦＡＸ ： 082-295-3216 
e-mail ： sales@technology.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

地域における情報と実績の蓄積 地⽅公共団体等の発注する廃棄
物処理事業に関するコンサルタント業務が、全売上⾼の８割
以上を占めている。これらの業務は、中国地⽅をはじめとし
た⻄⽇本を中⼼に展開している。当社は平成 19 年の設⽴であ
るが、前⾝の東和科学株式会社（昭和 44 年設⽴）から事業を
継承しており、40 年強の⻑い歴史と実績を有し、迅速かつ細
かいフットワークにより、地域や近隣⾃治体に関する情報を
極めて詳細に把握できることから、こうした情報と実績が業務を⾏っていく上で、⼤きな強みとなっている。 

⾃社の技術⼒ 環境コンサルティングを⾏う上で必要となる技術⼠等の資格を保有している優秀な技術スタッフ
が多数在籍している。また、これまでの実績から積み重ねてきたノウハウを有している。 

ネットワーク⼒ 廃棄物処理に関する業務を遂⾏するあたり、幅広い知識と情報が必要であると認識しており、精
度の⾼い調査や設計を⾏っている。主に中国地⽅管内の専⾨業者との情報交換を密に⾏い、強い信頼関係による
ネットワークを⽣かし、地域に配慮した精度の⾼い技術を適正なスピード（⼯期）で提供している。 

優位性  

・地域に適した技術⼒の提供、適正な⼯期の遵守と⼯程管理、迅速かつ適正な対応。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

該当なし 
 
 
 

⼭⼝県周南市リサイクルプラザ（ペガサス） 



 
「D．Waste-Net（災害廃棄物処理⽀援ネットワーク）」
における組成調査 

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

中央官庁、全国の地⽅⾃治体、⺠間企業、各種研究機関など 

導⼊実績  

全国における廃棄物処理施設⽀援の実績  約 150 件／年度 
中国地⽅における廃棄物処理施設⽀援の実績 

 約 50 件／年度 

⾼度化  

災害廃棄物処理計画の策定業務 
・災害廃棄物の処理は、被災⾃治体が早期復旧・復興を成し遂 

げるために極めて重要な業務であり、国の「災害廃棄物対策 
指針」では、都道府県・市町村において実⾏性のある処理計 
画の作成が定められている。 

・平成 27 年 9 ⽉の関東・東北豪⾬で甚⼤な被害を受けた茨城 
県常総市の災害廃棄物処理⽀援のため環境省が派遣した「D． 
Waste-Net（災害廃棄物処理⽀援ネットワーク）」における 
⽀援者グループメンバー（⽇本廃棄物コンサルタント協会） 
として、現地における災害廃棄物処理の⽀援を⾏っている。現在までに、複数件の災害廃棄物処理計画策定に関 
するコンサルタント実績を有する。当社では、今後も積極的に災害時の廃棄物処理に関するコンサルタント事業 
を実施し、⼀時も早い復旧・復興のための⽀援を⾏いたいと考えている。

今後の課題  

これまでは中国地⽅を中⼼として業務を展開してい
たが、今後は当社のノウハウをより広範囲に提供して
いきたいと考えている。そのための営業拠点と実施体
制の充実を図る。また、「災害廃棄物処理計画策定⽀
援」を進めるため、現状では⼗分とはいえない⾃治体
の認知度を⾼めていきたい。 

知的財産権等取得状況  

技術⼠   7 名 廃棄物処理施設技術管理者 ３名 
⼀級建築⼠ ２名 ⼀級⼟⽊施⼯ 管理技⼠  ３名 
測量⼠   ４名 ⼀級建築施⼯ 管理技⼠  ２名 
地質調査技師１名 ⼀級管⼯事施⼯ 管理技⼠ ２名 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：2,000 万円 
従業員数：40 名 
事業内容：廃棄物処理・処分施設に関するコンサルティング業務、各種環境 

調査及び予測・評価、環境保全対策コンサルティング、環境中に
おける汚染調査及び修復に関するコンサルティングほか 

 

企業の環境への想い  

私たちは、幅広い視野と鋭い感覚
で、常に変化し続ける社会環境や技
術の進歩を吸収・把握・理解し、持
続可能な社会の実現に向けた最新
の情報・技術をお客様に提供し続け
ることで、地域社会に貢献したいと
考えています。 
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⼤気汚染防⽌ 

『因島の造船機械業が培った技術を基盤に、もみ殻のバイオマス燃料化装置を開発』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：「グラインドミル」、固形燃料「モミガライト」 
技 術 名 ：もみ殻の固形燃料化および耐久性向上のための特殊形状 

設計・製造 
技術や製品の概要 ： もみ殻を供給し、もみ殻のすりつぶしと固形燃料（モミガライト）

成形の機能を合体、原料から１⼯程で製品製造を可能にするワン
ユニット構造を特徴とするもみ殻固形燃料製造装置。                   

グラインドミル もみ殻固形燃料「モミガライト」の製造 

モミガライト  グラインドミルから製造される 100％も
み殻の固形燃料。発熱量は、約 4,000kcal/kg で、接合剤を
使わず、排気ガスは、NOx、Soｘを含まない。

 
住所 ： 広島県尾道市因島重井町 5264 
URL ： http://www.tromso.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 橋本 俊隆 
担当者名：常務取締役 井場 和男 
電話 ： 0845-24-3344 
ＦＡＸ ： 0845-24-3181 
e-mail ： info@tromso.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

グラインドミル もみ殻をすり潰し、特殊な形状に仕上
げる独⾃技術を採⽤することにより、もみ殻固形燃料
の耐久性を⾼める構造をもつもみ殻固形燃料製造装置。
造船機械メーカーで培った技術が基盤。モミガライト
を製造する中間体である“擦つぶし籾がら” は、その保
⽔性を活⽤し、植物育成の⼟に代わる利⽤も期待され
ている。 

モミガライト 廃棄物となる天然資源のもみ殻をすり潰
した固形化燃料。化⽯燃料と違い、硫⻩・窒素酸化物を
含まず、新たな CO2も発⽣せず、地球環境保全に貢献。
また、10 年超の形状不変・⻑期保存が可能であり、優
れた燃料⼒などが特徴。 

優位性  

「グラインドミル」型式：TRM-120F 
処理能⼒ ： 約 120kg/h、主 動 ⼒ ： 15KW 
供給電⼒ ： AC200V 3φ 50Hz/60Hz  

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 26 年度 国際協⼒機構（JICA）「もみ殻を原料とした固形燃料製造装置の普及・実証事業（タンザニア）」
にかかる契約を締結 

� 平成 25 年度 外務省委託、外務省政府開発援助海外経済協⼒事業（本邦技術活⽤等途 上国⽀援推進事業）委
託費（案件化調査）を株式会社トロムソ・株式会社イースクエア共同 企業体が実施。 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・全国の農業⽣産法⼈、⾏政機関（⽶の⽣産拠点への導⼊） 
・海外における普及展開中（もみ殻の固形燃料化、薪炭の代替燃料提供 

等の販路開拓、販売・メンテナンス体制の確⽴、商業ベースでの 
普及拡⼤を狙う） 

導⼊実績  

・グラインドミル：国内約 70 台（⾏政、農業施設など） 
・モミガライト ：⾮常⽤備蓄燃料としても販売中 

⾼度化  

・海外現地に合わせた仕様改良、コストダウン。 
・主要部品の耐摩耗性の改善。 

環境への貢献  

・モミガライト もみ殻 100％を原料とし、燃焼時に硫⻩酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）を含まず、CO2 

削減に貢献し、バイオマス燃料として注⽬されている。 
・グラインドミル アフリカのコメ⽣産国であるタンザニアへの試験導⼊、デモンストレーションを実施。もみ殻 

はもとより、現地で廃棄物となっているピーナッツの殻のすり潰し、圧縮成形した固形燃料化にも成功。 
・もみ殻等を固形燃料化し、薪炭の代替燃料として活⽤し、深刻な森林伐採保護や地球温暖化抑制への貢献。 

今後の課題  

 平成 26 年度からの JICA と「グラインドミル」の普
及・実証事業の契約を締結し、現地における活⽤⽅法や有
効性、今後の国内普及を図る事業を推進中（2 年半活動予
定）。現地での適合性の向上、採算性等の検討。 

知的財産権等取得状況   

・特許番号 第 2567324 号 名称 圧縮微粉砕装置 
・商標登録 第 5420008 号 役務区分 モミガラの粉

砕成形機 
 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 3 ⽉ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：7 名 
事業内容：もみ殻のすり潰しと固形燃料成形の機能を⼀⼯程で⾏う、 

もみ殻固形燃料製造装置“グラインドミル”の設計、製造、 
営業、技術指導およびメンテナンス 

 

 

企業の環境への想い  

「もみ殻」をうまく活⽤し、国内外の
環境に役⽴つことを、もみ殻固形燃料
製造装置“グラインドミル”の開発、販
売を通じて学びました。“もみ殻すり潰
し”を培⼟に、固形燃料“モミガライト”
を⽯油の代替えに、『もみ殻』でつな
ぐ温かなグローバル・エコの輪を展開
していきます。 

もみ殻固形燃料製造装置 “グラインドミル” 
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廃棄物処理・リサイクル 

『有機性廃棄物の有効利用の方法について提案します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミシマックス 

技 術 名 ：有機廃棄物の発酵分解処理装置（余剰汚泥・畜糞・生ごみ） 
技術や製品の概要 ：分解の困難な下水道由来の余剰汚泥を容易に高温好気発酵 

分解する有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」を
オーダーメイドで製造している。同装置は余剰汚泥のほか、
生ごみ、畜糞などを 24時間で約 95%減容化することが 
可能。 

 

 
住所 ：広島県広島市南区出島 1-11-14 
URL ：http://www.mikuniya.jp 
代表者 ：代表取締役 田中 秀宜 
担当者名：主任 大森 誠紀 
電話 ： 082-251-3928 
ＦＡＸ ： 082-251-3988 
e-mail ： ohmori@mikuniya.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

高温好気発酵技術を用いた有機廃棄物発酵分解処理装置
「ミシマックス」の特徴は、余剰汚泥・畜糞・生ごみ等を
24時間で約 95%減容化が可能。ミシマックスの処理量は、
小規模（日 25kg）～大規模（日 15t）まで対応可能であり、
担体としてのチップの入替は半年 1回。 
当社の装置の品質・性能に関して、公設試験場等におけ

る検査や保有装置による実証実験を実施済。また様々な温
度環境（冬期の-13℃～夏期の 37℃）で稼働しており、耐
久性を有している。さらに微生物による脱臭装置を有しており、発酵時の臭いを軽減する。 
ご要望に応じて迅速に対応し計画立案を作成、さらに建設時には、建設会社とともに設計図面を作製し、スムー

ズな組み上げ作業を行うことが可能となる。これまで、島根県（行政・老人ホーム・畜産）・岡山県（老人ホーム）・
鳥取県（病院・調理センター）・広島県（行政）等で計約 20施設に「ミシマックス」を設置、運転及び保守管理
業務を実施中。運転及び保守管理業務では、専門技術者を派遣し迅速な対応を行う。 

優位性  

・低コスト、高効率化、資源循環、安全性 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 表 彰 実 績 ・平成 13年 しまね環境大賞奨励賞(調査研究・技術開発部門) 
・平成 16年 日本機械学会中国四国支部長賞(平成 15年度技術貢献賞) 

 メディア記載 ・マテリアルインテグレーション 25(8・9)、83-89、2012-08 
・「高温好気発酵による下水余剰汚泥処理技術」(雑誌掲載) 
・もうけの花道 「ミシマックス」(経済産業省 HP掲載) 

 

－ 100 －
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廃棄物処理・リサイクル 

『有機性廃棄物の有効利用の方法について提案します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミシマックス 

技 術 名 ：有機廃棄物の発酵分解処理装置（余剰汚泥・畜糞・生ごみ） 
技術や製品の概要 ：分解の困難な下水道由来の余剰汚泥を容易に高温好気発酵 

分解する有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」を
オーダーメイドで製造している。同装置は余剰汚泥のほか、
生ごみ、畜糞などを 24時間で約 95%減容化することが 
可能。 

 

 
住所 ：広島県広島市南区出島 1-11-14 
URL ：http://www.mikuniya.jp 
代表者 ：代表取締役 田中 秀宜 
担当者名：主任 大森 誠紀 
電話 ： 082-251-3928 
ＦＡＸ ： 082-251-3988 
e-mail ： ohmori@mikuniya.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

高温好気発酵技術を用いた有機廃棄物発酵分解処理装置
「ミシマックス」の特徴は、余剰汚泥・畜糞・生ごみ等を
24時間で約 95%減容化が可能。ミシマックスの処理量は、
小規模（日 25kg）～大規模（日 15t）まで対応可能であり、
担体としてのチップの入替は半年 1回。 
当社の装置の品質・性能に関して、公設試験場等におけ

る検査や保有装置による実証実験を実施済。また様々な温
度環境（冬期の-13℃～夏期の 37℃）で稼働しており、耐
久性を有している。さらに微生物による脱臭装置を有しており、発酵時の臭いを軽減する。 
ご要望に応じて迅速に対応し計画立案を作成、さらに建設時には、建設会社とともに設計図面を作製し、スムー

ズな組み上げ作業を行うことが可能となる。これまで、島根県（行政・老人ホーム・畜産）・岡山県（老人ホーム）・
鳥取県（病院・調理センター）・広島県（行政）等で計約 20施設に「ミシマックス」を設置、運転及び保守管理
業務を実施中。運転及び保守管理業務では、専門技術者を派遣し迅速な対応を行う。 

優位性  

・低コスト、高効率化、資源循環、安全性 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 表 彰 実 績 ・平成 13年 しまね環境大賞奨励賞(調査研究・技術開発部門) 
・平成 16年 日本機械学会中国四国支部長賞(平成 15年度技術貢献賞) 

 メディア記載 ・マテリアルインテグレーション 25(8・9)、83-89、2012-08 
・「高温好気発酵による下水余剰汚泥処理技術」(雑誌掲載) 
・もうけの花道 「ミシマックス」(経済産業省 HP掲載) 

 

技術・製品の利用実績［利用分野、高度化利用、環境への貢献］  

利用分野  

水処理事業者、畜産農家、一般・産業廃棄物事業者 

導入実績  

・行政（水処理施設）6基 
・行政（生ごみ）   3基 
・病院・福祉施設（生ごみ） ５基 
・畜産農家（糞尿） 1基 
・その他、有機性廃棄物の減容化 2基 他 

高度化  

・有機性廃棄物の減容化（24時間で 95％減容化）。 
・生物脱臭装置による臭気の軽減。 

環境への貢献  

・肥料成分である窒素・リン・カリウムの循環を促し 
肥料として再生利用を行うことが可能。 

・オンサイトで設置可能のため、移動および焼却に 
かかる温室効果ガス排出量の削減に繋がる。 

今後の課題  

 現在、中国地方を中心とした発酵分解処理装置導入
の実績を有する。東京の展示会に参加することにより、
全国的な営業展開に結び付けていくとともに、更なる
需要に対応すべく、営業活動、販売活動および維持管
理等の実施体制の充実を図る。 
 

知的財産権等取得状況  

・有機汚泥発酵分解処理装置の運転管理方法  
特許第 3753322号 

・分解処理層の給気装置 特許第 4771734号 
・発酵分解処理装置 特願 2009-246249号 
・商標登録 第 5332442号 
 

企業概要  
創 業 年：昭和 60年 10月 16日 
資 本 金：1,000万円 
従業員数：155名 
事業内容：有機物発酵分解装置製造業の商品の製造・販売 
 

 

企業の環境への想い  

有機物発酵分解装置の商品販売
を進めるにあたり、資源循環・温室
効果ガス排出量削減など、「お客様
に求められるサービスは何か。」を
常に考え行動し、それに応えられる
企業となるように努めて参ります。 
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⼟壌、⽔質浄化 

『すべての排⽔溝の浮上油⾃動回収機』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：グリスバキューマシステム 
技 術 名 ：浮上油⾃動回収装置 
技術や製品の概要 ：グリストラップ（排⽔ピット）の浮上油を⾃動的且つスピ 

ーディに回収し、排⽔処理⽔の負荷の軽減を図る。同時に 
従来、廃棄物であった回収油をリサイクル及びリユース 
することを⽬的とする。⾷品⼯場（⾷⽤油）及び精密機械、 
アスファルト合材、解体業等の⼯場の油（鉱物油・機械油） 
の回収に優れている。 

 
住所 ： 広島県福⼭市松永町 351-3 
URL ： http://www.maru-hachi.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 古⽟ 貴重 
担当者名：代表取締役 古⽟ 貴重 
電話 ： 084-933-2431 
ＦＡＸ ： 084-934-0363 
e-mail ： kodama@maru-hachi.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

原理  既存グリストラップを利⽤し、浮上油
を装置本体に⾃動回収し、分離室へ貯
留する。分離した油分は、コックから
簡易に回収できる。 

特徴  
・グリストラップの浮上油の回収を⾃動でスピ 

ーディに回収し、その能⼒を最⼤限に引き 
出す。 

・回収した廃油は、分離室下部のコックから 
容易に引き抜くことが可能。 

【実証試験結果】 
（実証機関） 広島県内の実証機関 
（実証試験期間）平成 16 年 10 ⽉〜平成 17 年 2 ⽉ 
（技術の⽬的）①グリストラップの清掃時間の短縮 ②いつもきれいなグリストラップを維持（悪臭防⽌） 
（実証項⽬）⽔質、環境対策（廃棄物発⽣、騒⾳、におい）、運転及び維持管理性能項⽬ 
（結果）安定正常稼働、ひしゃく等による浮上油回収作業に⽐較し、作業時間短縮、軽易化、臭気抑制、グリス

トラップ周辺への汚⽔・回収油の⾶散防⽌等を確認でき、本機器の信頼性、品質は、評価されている。 

優位性  

・排⽔中の⾼濃度油分をスピーディに回収・回収廃油をワンタッチで引き抜き、リサイクル⼜はリユース。 
・モニターにより導⼊する為、強い信頼。・タフな商品で壊れにくい。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 16 年度  環境省 環境技術実証モデル事業 実証番号 020－0402  



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

⾷品⼯場（⾷⽤油）、精密機械、アスファルト合
材、解体業等の⼯場の油（鉱物油・機械油）の回
収 

導⼊実績  

（例）グリスバキューマシリーズ 約 700 台 
 

⾼度化  

・グリストラップ設置との⼀体化。 
 

環境への貢献  

・回収廃油のリサイクル及びリユース。 
・排⽔処理⽔の負荷の軽減（⽔質浄化）。 
・悪臭防⽌（衛⽣管理）。 
 
 
 
 
 

今後の課題  

・エマルジョン油の分離。   
・回収廃油の⾃社での利⽤開発。 
 

知的財産権等得状況  

グリスバキューマシステム  特許取得 3368426 号 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 12 年 9 ⽉ 
資 本 ⾦：1,200 万円 
従業員数：32 名 
事業内容：レンタル業（業務⽤セラミック及び⾦属製グリスフィルターの

レンタルおよび定期メインテナンス） 

 

企業の環境への想い  

利⽤された⽔を技術⼒でリフレ
ッシュし、再びできる限りクリーン
な状態で⾃然に還元させたい思い
から「浮上⾃動回収機グリスバキュ
ーマ」システムを開発しました。 

ＧＢ－２０（２ポンプ） 

          

           ＜使用後の状態＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『かさばる PP バンド、PE フィルム、ペットボトルをコンパクトに』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：PiPi 太郎、アッシュくん、エコ将軍 
技 術 名 ：PP バンド細断機、PE フィルム減容機、ペットボトル減容機 
技術や製品の概要 ：PP バンド細断機「PiPi 太郎」、PE フィルム減容機「アッ 

シュくん」、ペットボトル減容機「エコ将軍」で廃棄物を 
コンパクトにして運搬しやすくし、運搬コスト削減と資源 
リサイクル促進を図る。

 
住所 ：広島県福⼭市千⽥町 4-14-12 
URL ：http://www.kk-miw.com 
代表者 ： 代表取締役 菊⽥ 晴中 
担当者名：代表取締役 菊⽥ 晴中 
電話 ：（084）955-2122 
ＦＡＸ ：（084）955-3597 
e-mail ： meiwa@kk-miw.com 

 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

PiPi 太郎 
荷解き時に発⽣する PP バンドを細かく細断し減容すること

で、運搬コストが削減できる。また、裁断したバンドはリサイ
クル業者でプラスチックペレットとしてリサイクルされ、再び
PP バンドとして⽣まれ変わることが可能。 

 
アッシュくん 

⽚⼿でハンドルを回すだけで、PE フィルム、ストレッチフ
ィルムなどを 1/2〜1/3 に圧縮する。また、事務所などで発⽣
する⼤量の紙ゴミや使⽤済みのウエスなどにも使⽤できる。 

 
「エコ将軍」シリーズ 

⻭⾞の噛み合いを利⽤して使⽤済みペットボトルを減容する。
排出部のカッターにより、キャップのリングとラベルの切り取
りまで⾏うので、分別作業が簡単になる。 

 

優位性  

・「PiPi 太郎」は、⾜付タイプと卓上タイプの 2 種類ある。⾜付タイプは単独で使え静電気によるトラブルが少な
いというメリット、卓上タイプは幅 415×奥⾏ 310×⾼さ 305ｍｍとコンパクトであるというメリットがある。 

・「アッシュくん」は、電源不要のため⼯事現場など屋外での使⽤が可能。 
・「エコ将軍」シリーズは、処理能⼒に応じてⅠ・Ⅱ・ボックス型の 3 タイプある。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 「エコ将軍シリーズ」で、クリーン・ジャパン・センター会⻑賞を受賞 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

⼯場、スーパーマーケット、⼤型⼩売店、新聞販売店、配
送業者、⼯事現場等 

導⼊実績  

・廃棄物中間処理業者,⾝体障害者のペットボトル分別処理

業施設 など 

・PiPi 太郎・アッシュくんセット：新聞販売店で約 170 セ

ット導⼊ 

・エコ将軍シリーズ：全 12 台 

⾼度化  

特になし 
 

環境への貢献  

・ 不要物をコンパクトにすることにより、輸送時のコスト
削減が図れると共に、CO2 の削減ができる。 

・ そのままだと廃棄物であるものを、細断や減容すること
でリサイクルしやすくし、資源の再利⽤に貢献できる。 

 

今後の課題  

・「PiPi 太郎」卓上タイプは、排出時に静電気で詰ま
ることがあり、制電技術⼒が必要である。その他、
顧客ニーズに合わせた改良が必要となる。 

・商品紹介がホームページと環境展のみなので、発信
⼒や PR ⽅法が課題。 

知的財産権等取得状況  

「PiPi 太郎」「アッシュくん」商標登録 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：⼤正 14 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：9,500 万円 
従業員数：40 名 
事業内容：精密機械加⼯・組⽴・精密⻭⾞・減速機・環境機器 

〈減速機〉〈オーバーホール〉〈設計・製作〉 
 

 

企業の環境への想い  

次世代に迷惑がかからないよう
に、地球環境を考えなければならな
い。⾃社製品の開発、販売を通して
⾃社による環境活動だけでなく、購
⼊していただいた顧客にも環境活
動に貢献いただける様な取組みと
して⾏っていきたい。 
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⼤気汚染防⽌ 

『道路舗装に⾰命を！将来のアスファルト舗装の炭化物添加による⻑寿命化のための研究

開発及びコンサルタント業務。⻑寿命化技術』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：炭化物添加によるポーラスアスファルト舗装の⻑寿命化 
技 術 名 ： 廃ゴム乾留炭化物や廃カーボン添加によるポーラスアス 

ファルト舗装の⻑寿命化技術 
技術や製品の概要 ： 廃タイヤなどのゴム製品を乾留して得られる乾留炭化物 

およびカーボンブラック製造業者から出る廃棄カーボンブ 
ラックなどの炭化物添加によるポーラス（多孔質）アスファ 
ルト舗装の⻑寿命化技術。カーボンブラックの架橋効果に 
よるアスファルトの強度増進と紫外線遮蔽効果によるアス 
ファルトの紫外線劣化防⽌が図れ、舗装の⻑寿命化実現。

 
住所 ：広島県広島市中区南⽵屋町 5-12 
URL ：http://www.yonekura-infra.com 
代表者 ： 代表取締役 ⽶倉 亜州夫 
担当者名：代表取締役 ⽶倉 亜州夫 
電話 ： 082-249-6021 
ＦＡＸ ： 082-249-6021 
e-mail ：  

asuo-yonekura@yonekura-infra.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

架橋効果によるアスファルト舗装の強度増進および紫外線遮蔽効果によ
る舗装の紫外線劣化を防⽌する⻑寿命化技術  

通常のアスファルト舗装は、砂利、砂、⽯粉、アスファルトの混合物
であり、空隙が少なく、密度が⾼い。そのために⽔はけが悪く、騒⾳が
⼤きかった。これらの点を改善するため、空隙率が従来品より 5 倍⼤き
いポーラス（多孔質）アスファルト舗装が開発された。強度が⼩さくな
るのを補うため⾼価なポリマー改質アスファルト H 型が使⽤されてい
る。しかし、紫外線劣化を⽣じやすく、短命である。当技術では、廃タ
イヤなどから抽出した乾留炭化物や廃棄カーボンブラックを利⽤し、通
常アスファルト舗装より強度増進と紫外線劣化防⽌を図り、⻑寿命化を
実現した。 

優位性  

・ 廃タイヤを利⽤することによる CO2 削減効果  
・ ⻑寿命化による公共⼯事費削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成２１年 3R 協会会⻑賞 共同受賞（広島⼤学等） 
� 平成２４年 広島循環型社会推進機構 助成⾦ 
� 平成２６年 公益財団法⼈ひろしまベンチャー育成基⾦ エコ特別賞受賞 

廃タイヤ、廃タイヤを乾留（蒸し焼き）にし
て得られる乾留炭化物及び乾留装置 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

国内全域の舗装⼯事 

導⼊実績  

・国道 9 号線（江津付近） 
・⼭陽⾃動⾞道（⼩⾕サービスエリア下り） 
・広島⾼速 1 号線 など 15 カ所以上 

⾼度化  

廃ゴム乾留炭化物や廃カーボンを添加したポー
ラスアスファルト舗装混合物添加の強度増進と紫
外線劣化防⽌実現によるライフサイクルコストの
低減と⻑寿命化。 

 

環境への貢献  

・タイヤなどを廃棄するよりも燃焼、乾留させ廃カーボンを取り出し、舗装に有効活⽤することによる CO2 削減。 
・舗装道路の強度増進に伴う⻑寿命化による道路補修費⽤の削減。 

今後の課題  

 現在、実証実験中であるが、その効果を証明するの
に 10 年間の⻑期間の運⽤実績が必要になる。なかなか
成果が認められないことが課題。今後の知名度向上さ
せ、環境のためにも広く等技術を採⽤していただきた
い。 
 

知的財産権等取得状況  

アスファルト混合物 特許第 3740643 号 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成 22 年 9 ⽉ 17 ⽇ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：3 名 
事業内容：・コンクリート構造物、アスファルト舗装等の社会基盤施設の 

⻑寿命化のための研究開発及びコンサルタント業務。  
・コンクリート構造物、アスファルト舗装に関する講演、指導、 

⼈材育成及び著作事業。  
・コンクリート構造物、アスファルト舗装等の社会基盤施設の劣 

化診断事業。 
 

 

企業の環境への想い  

年間 100 万トン以上も排出され
ている廃タイヤ等の廃ゴム製品を
燃料として燃やさず、これらを乾留
して得られる炭化物（カーボンブラ
ック）をアスファルト舗装に有効活
⽤することによって、⼆酸化炭素排
出削減に貢献し、地球温暖化防⽌に
役⽴てたい。 
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⼟壌、⽔質浄化 

『ダクタイル鋳鉄を⽤いた環境調和省⼒型の根固の護岸⼯』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：鋳鉄製パネル枠⼯法「鋳⽥籠（ちゅうたろう）」 
技 術 名 ：鋳⽥籠⼯法 
技術や製品の概要 ：ダクタイル鋳鉄製の格⼦状パネルを同素材のくさびで 

連結した枠体に⽯などを詰めて使⽤する。主に、河川の 
護岸⼯、根固⼯、護床⼯に使⽤され、増⽔時の洗掘など 
を防ぐ役割を果たす。また⼟留⼯、⾕⽌⼯などで⼟砂災 
害を防ぐためにも使⽤可能である。 

 
住所 ： ⼭⼝県防府市牟礼今宿 1-18-14 
URL ： http://www.abongcorp.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 松村 憲吾 
担当者名：代表取締役 松村 憲吾 
電話 ： 0835-28-3702 
ＦＡＸ ： 0835-28-3703 
e-mail ： abongcorp@ymail.plala.or.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

鋳⽥籠⼯法の特徴は以下のとおり。 
特徴１．組⽴てが簡単で施⼯が早い 

・枠体の組⽴てが簡単で⼤幅な⼯期短縮が図れ、組⽴が⼈⼒作業でできる 
ため、重機の搬⼊ができない箇所でも施⼯が可能。約 21kg 

・素材が強固なため、バックホウによる砕⽯投⼊が可能。約 30 ㎡/ｈ 
特徴２．同素材の⾦具で連結し、耐久性、耐⾷性に優れる 

・鋳鉄は鉄に⽐べ、表⾯は錆びるが腐⾷しにくく、海⽔を想定した実験で 
腐⾷年数 132 年と診断されている。 

特徴３．環境にやさしい  
・鋳鉄は動植物の⽣育に必要不可⽋な⼆価の鉄イオンを放出し、⽯の隙間  

が⼩動物の⽣息空間に適している。 
・使⽤後の製品は溶解すればリサイクルが可能。  

優位性  

・災害復旧時の施⼯期間を⾶躍的に短縮することが可能。 
・ピリオドコスト（期間コスト：設備導⼊時のイニシャルコストと 

ランニングコスト・メンテナンスコストを含む）が安価。 
・ダクタイル鋳鉄製であるため⻑期間維持できる。 
・リサイクル可能材料である。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 国⼟交通省 NETIS 登録 No.CG －990046－V 
� ⼭⼝県認定リサイクル製品 
� 広島県登録リサイクル製品 

 
        ①組⽴ 

 
②砕⽯投⼊ 

 
③完成 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・災害復旧 
・減災、防災 
・河川の護岸⼯、根固⼯、護床⼯ 

導⼊実績（平成 28 年 1 ⽉現在）  

・国⼟交通省 18 件 都道府県 201 件 市町村 75 件  
⺠間 2 件 韓国 64 件 合計 360 件     

⾼度化                                    

地球環境にやさしく、出来る限り⾃然に近い状態で⾃然に回帰しやすい⼯法
の提供を模索している。その理念のもと従来⼯法からの変換を促進し、昔から
ある脈々と受け継がれる技術⼯法を継承し、経済合理性と環境に配慮しＮＥＯ
環境ビジネスを⾏い⼈間社会と⾃然の調和バランスの取れた製品。 

環境への貢献  

・ピリオドコスト（期間コスト：設備導⼊時のイニシャルコストとランニング 
コスト・メンテナンスコストを含む）が他のセメント等の資材で⾏うよりもリーズナブル。 

・ダクタイル鋳鉄製であるため⻑期間維持できる。 
・永久的にリサイクル可能材料である。 

 ・鋳鉄の持つ２価の鉄イオンが動植物や⽔質浄化に有効である。 

今後の課題  

・くさび連結式鋳鉄パネル枠⼯法「鋳⽥籠」の普及 
・組織化（営業・設計・⽣産・施⼯・メンテナンス） 

 ・組織化するための体制づくり（役割作り） 
 ・⼈材育成・教育体制の構築 

知的財産権等取得状況  

・構造体ユニットとそれに⽤いられる構造体及び連結
⾦具 

・特願 2012－82742 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 3 ⽉ 16 ⽇ 
資 本 ⾦：580 万円 
従業員数：６名 
事業内容：・鋳鉄製くさび連結式パネル枠⼯法「鋳⽥

籠」の製造・設計・販売 
・鋳造製品［⾃社製品・OEM］企画・製造・ 

販売 
・廃棄パソコンリサイクル事業 
・パソコンなどの記憶媒体の個⼈データ 

抹消 
 

企業の環境への想い  

・出来る限り⾃然に近く、⾃然に回帰しやすい⼯法の 
提案 

・⻑寿命でリサイクルできる鋳鉄をもっと社会基盤素 
材として提唱 

・⼈類が⻑年利⽤してきた鋳鉄を世の中に広める 
・環境志向、健康志向のライフスタイル提案 
・再⽣原料の地域循環システム構築/廃棄物の縮減 

及び減容 

 

＜施⼯後 2 ヶ⽉＞ 

＜施⼯後 8 年＞ 



 

⼩⽥建設株式会社 

ＯＤＫ技術研究センター 
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騒⾳、振動防⽌ 

『優れた吸⾳効果で、⾳環境のコントロールに適している環境にやさしい製品』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：キュート萩 セラミック吸⾳タイル・吸⾳レンガ 
技 術 名 ：多孔質セラミック吸⾳材製造技術 
技術や製品の概要 ：フライアッシュ・⾼炉スラグ（リサイクル）・ウォラスト 

ナイトを主原料とする、断熱性・耐⽕性・耐久性・意匠性に 
優れた軽量で加⼯が簡単な、多孔質セラミック吸⾳材。                      

【基本サイズ、カラー】 

タイル  297ｍｍ×297ｍｍ×20ｍｍ〜50ｍｍ 

レンガ 210ｍｍ×100ｍｍ×60ｍｍ 

 
住所 ： ⼭⼝県萩市⼤字椿東中ノ倉 2233 
URL ： http://odk-center.com 
代表者 ： 代表取締役 ⼩⽥ 和⽣ 
担当者名：⽩神 英⼀  
電話 ： 08388-2-2520 
ＦＡＸ ： 08388-2-2522 
e-mail ： odakensetsu@haginet.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

遮⾳性、吸⾳に優れた効果を発揮する秘密は、連続気泡配列 
・「キュート萩」は、低⾳から⾼⾳までフラットで優れた吸⾳特性を有し、⼤型施設だけでなく、 ホームシ

アターといった⼀般家庭の部屋の⾳響コントロールにも適する。 
・遮⾳性に優れ、外部に漏れる不快な雑⾳・騒⾳を吸収するため、騒⾳対策にも有効。 
 

 

優位性  

・残響室法吸⾳率試験データでは、各周波数において背後空気層無しの状態でも⾼く、フラットな特性があること
が証明された。  

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 不燃建材認定 認定番号 NM－0387 
� ⼭⼝県認定リサイクル製品 認定番号 第 2 号 

「キュート萩」はセラミック製の⼩さな発泡体の集合で
構成されている。 ⾳のエネルギーは「キュート萩」に⼊
射し連続気孔中を通過するとき、空気の粘性抵抗によっ
て熱エネルギーに変化して減衰する。この効果により、
優れた吸⾳性能を発揮することができる。

（ 特 殊 サ イ ズ ・ デ ザ イ ン の 製 作 も 可 能 ）  
カラー：ベージュ系（濃淡あり）、ホワイト系、濃茶 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・⾳環境のコントロールを必要とする⼤型施設 
（テレビ等各種スタジオ、会議室等） 
・防⾳を必要とする環境ニーズ（発電所排気 

ダクト、エンジンテストルーム等）への 
対応 

・ホームシアターなど⼀般家庭における⾳環 
境のコントロールを必要とする内壁、外壁 
への活⽤ 

導⼊実績  

⼩中学校校舎及び体育館の内壁・原⼦⼒発電所関連施設・エンジンテストルーム・ディーゼル発電所排気ダクト
内壁・防衛省関連施設・⽔処理センター外部排気塔・保育園外壁・プール施設内壁など導⼊実績は多数。 

⾼度化  

・ウォラストナイトを主原料とする⾼強度セラミック多孔体による⽔処理環境セラミック材の研究開発と実⽤化 
・既に製品化している、⾳環境・ヒートアイランド対策の熱蒸散環境セラミック材の品質の向上 

環境への貢献           

ヒートアイランド現象による都市部の
気温上昇の問題の要因となる、舗装やコ
ンクリート構造物からの放射熱を低減す
るために、保⽔性（含⽔率）の熱蒸散特
性を活かせる製品でもある。 

今後の課題  

 プレス機・焼成炉等の設備の増設により量産化を 
⾏い、更なる市場拡⼤を図っている。 
  

知的財産権等取得状況   

国内特許及び、ＵＳＡ・ロシア・ウクライナ・中国
の海外特許を取得 

 

企業概要  

創 業 年：昭和３年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：2,535 万円 
従業員数：35 名 
事業内容：⼟⽊建築⼯事⼀般、各種砕⽯の製造・販売、セラミック製品の

製造・販売並びに研究開発 
 

 

企業の環境への想い  

「⼈の住みよい環境づくり・地球
に優しい環境づくり」⼩⽥建設はい
つも考えています。 

ケーブルテレビスタジオ 劇場 
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廃棄物処理・リサイクル 

『未来に向けて！！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：再⽣ビーズ RB 
技 術 名 ：焼却灰安定化固化製品 
技術や製品の概要   ：⽕⼒発電から排出される⽯炭灰を⾼炉セメントや⽣ 

⽯灰、清⽔と⼀緒に混練することで、⾃然の砕⽯のよう 
に無害で軽くて強度の⾼い⽯資材を⽣成している。 

 
住所 ： ⼭⼝県周南市⾦峰 4300 
URL ： http://www.kanokosan.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⽥村 謙治  
担当者名：取締役会⻑ ⽥村 節男 
電話 ： 0834-68-2713 
ＦＡＸ ： 0834-68-3141 
e-mail ： info@kanokosan.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

RB（再⽣ビーズ） 
・⽕⼒発電で燃焼させた⽯炭の燃えガラである焼却灰 

を⾼炉セメントと⽣⽯灰と清⽔と混練したものが 
RB（再⽣ビーズ）である。 
⼀般の砕⽯と⽐較した場合の RB の特⻑は、以下の  
通り。 

 ・⽐重が⼩さく軽いこと。 
 ・CBR 値が⾼く強度に優れていること。 

※CBR 試験とは、試料である⼟に標準⼨法の 
ピストンを貫⼊させるのに必要な荷重強さを 
測定して、⼟の強さの⼤⼩を判定しようと 
するもの。 

 ・突き固め回数が少なくてすみ、⼯程短縮が 
  図れること。 
 ・強度を⾼めるための危険物質を含める必要がなく 
  安全性に優れていること。 
 

優位性  

・RB を⽣成するときの各種混練物の調合度合にノウハウが 
あり、他社には簡単には真似できない仕組みとなっている。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 27 年度 ⼭⼝県認定リサイクル製品（RC30,RC40,RC30RB,RC40RB） 

 

<RC40+RB> 
<RB> 

<焼却灰> 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・⼟⽊舗装⽤路盤材 
・太陽光発電敷地の路盤材 
・駐⾞場路盤材 
・倉庫及び資材置き場の造成 
・宅地造成 

導⼊実績  

平成 26 年 5 ⽉からの実績 
・⼟⽊舗装⽤路盤材  1,105 ㎥ 
・太陽光発電等路盤材 1,396 ㎥ 
・宅地等造成     3,970 ㎥ 

 

⾼度化  

・軽量で強度が⾼く、しかも安全なため、宅地造成も含めてありとあらゆる地盤の改良や造成、整地に使⽤するこ
とが可能である。 

環境への貢献  

・ ⽯炭の燃えガラを使⽤することで、地中から掘り出した⽯炭の全てを有効活⽤することができる。

今後の課題  

⽯炭灰は、これまでセメント原料など多くの⽤途で
利⽤されてきた。ただし、⼟⽊分野での利⽤は 15%程
度となっており、今後の利⽤拡⼤が課題である。 
                              

知的財産権等取得状況  

現在、特許申請中。 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和４８年 1 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：16 名 
事業内容： 

・砕⽯、砕砂、再⽣品の製造販売 
・産業廃棄物処分業 

  ・破砕ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 
  ・混練 ばいじん 

 

企業の環境への想い  

インフラ整備に不可⽋な砕⽯、砕砂を安定供給する
ことで、地域の発展と産業振興に貢献し続けて参りま
した。⼟⽊建築、解体等で発⽣したコンクリートは、
受け⼊れをし、再⽣します。また、⽕⼒発電所等で発
⽣した灰は安定化処理し、多種多様な分野で多くのお
客様に利⽤して頂いております。 

私達の製品は、皆様の⽬につき難いものが多いです
が、安全、安⼼、環境に優しい⾼品質な製品を創り続
け、提供させていただきます。 
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環境調和型製品 

『のり⾯の養⽣と⾃然環境の復元を可能にした養⽣シート』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：多機能フィルター 
技 術 名 ：被覆材による「のり⾯」保護と植⽣ 
技術や製品の概要 ：当製品を地表⾯に張りつけるだけでフィルター構造の 

不織布の機能により⼟粒⼦の動きを⽌め、⾬⽔等による 
侵⾷を防ぐことができるため、流末への環境保全のみな 
らず、草本類、⽊本類の計画的導⼊が可能となる。 

 
住所 ： ⼭⼝県下松市葉⼭ 2-904-16 
URL ： http://www.takino.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 常村 忠⽣ 
担当者名：常務取締役 ⼩池 常太 
電話 ： 0833-46-4466 
ＦＡＸ ： 0833-46-4678 
e-mail ： info@takino.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

多機能フィルター 
 近年、異常気象による激甚災害や森林破壊により、貴重な⼈命
や⾃然環境が失われており、豪⾬からの斜⾯防災や⽔質保全、植
物の⽣態系の回復などの環境保全が緊急課題となっている。 
 そうしたなか、外来牧草を斜⾯に吹き付け、牧草の根の緊縛⼒
で⾬侵⾷等から表⼟の流出を抑える従来の緑化⼯法では、数年後
には植⽣が衰退し、表⼟の侵⾷が起こるケースが多く⾒られた。 
 それに対し、当社が開発した多機能フィルターは、100％に近
い空隙率をもつ不織布により、時間降⾬ 100mm の豪⾬から⼟壌
の侵⾷を防⽌し、⼲ばつや凍上といった厳しい外部環境から植物
を守ることができ、植⽣の定着・⽣⻑に⼤きく寄与する。 
 このように、防災および環境保全に優れた効果をもつ本製品は、
多くの開発⼯事・災害復旧⼯事などに採⽤され、全国の⾃然環境
の復元に貢献している。 

優位性  

新技術情報提供システム NETIS（国道交通省）VE 登録 
建設技術審査証明（(⼀財)⼟⽊研究センター）業界初の取得 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 � 平成 22 年度 ニッポン新事業創出⼤賞 経済産業⼤⾂賞 
 � 平成 24 年度 ⽇⽴環境財団 環境賞 優秀賞 
 � 平成 24 年度 ⽂部科学⼤⾂表彰 科学技術賞 技術部⾨ 
 � 平成 24 年度 ものづくり⽇本⼤賞 中国経済産業局⻑賞 
 � 平成 26 年度 がんばる中⼩企業・⼩規模事業者 300 社 

（製品姿：左 SP タイプ（種⼦なし） 

 右 MF タイプ（種⼦・肥料・⼟壌改良材⼊り） ） 

（従来⼯法との⽐較：施⼯後３年経過） 

（⼈⼯降⾬実験（降⾬量 100mm/h）） 

多機能フィルター

植⽣基材吹付⼯

⼀般のシート 多機能フィルター

濁⽔が発⽣していない。 
⾼い侵⾷防⽌効果を発揮している。



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・道路関連⼯事  治⼭、砂防、林道関連⼯事 
・ダム・河川  ため池関連⼯事 
・災害復旧   予防関連⼯事 
・⼟地造成   圃場整備関連⼯事 
・国定公園   国有林内⼯事 

導⼊実績  

・尾道・松江⾃動⾞道⼯事(広島県) 
・東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業(宮城県) 
・清⽔地区斜⾯対策他⼯事(奈良県) 
・⾚⾕地区他周辺整備⼯事(奈良県) 

⾼度化  

・製品⾃⾝が侵⾷防⽌機能を持つため、施⼯後すぐに斜⾯ 
保護が可能。 

・夜露を保持し蒸散を防ぐことによる植物の保護。 
・保温効果により凍上が原因で起こる斜⾯崩壊の防⽌。 

環境への貢献  

・全国での開発⼯事・災害復旧⼯事における防災および環境保全による⾃然環境の復元。 
・雲仙普賢岳をはじめとした⽕⼭の噴⽕による荒廃地の緑化。 
・国際協⼒機構（JICA）と連携し「インドネシア国防災・環境保全及び環境再⽣技術の普及・実証事業」の実施。 

今後の課題  

・国内の公共⼯事におけるさらなるシェア拡⼤と、 
⺠間⼯事への販路拡⼤の強化 

・海外における販路開拓に向けた引合い情報の収集と、 
試験施⼯等による製品の普及 

                              

知的財産権等取得状況  

・表⼟保護シートとその製造⽅法（第 4322953） 
・植⽣⽤シート（第 2967464） 
・遮⽔緑化シート（第 4703776） 
・防草緑化シート（第 4747225） 
・植⽣⽤ロール状物（第 4504526）

企業概要  

創 業 年：平成６年 6 ⽉６⽇ 
資 本 ⾦：5,000 万円 
従業員数：48 名 
事業内容：多機能フィルター製品群の製造・販売 

 

企業の環境への想い  

「緑と⼟と⽔の環境づくりに優れた商品・サービス
を提供し、社会に貢献する」との思いを持って、⾃然
を復元する地球の応援団として、地球にやさしい環境
づくりに貢献できるよう、あらゆる環境変化やニーズ
の変化に対応可能な⼟⽊資材、環境資材の提供に努め
てまいります。 

⼭⼝県台道法⾯⼯事         （施⼯直後） 

 
                 （施⼯後 15 年経過） 
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排⽔処理 

『3Ｋ作業は先端ロボットにおまかせを！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：Ａ．吸⽔ポリマー⼟のう⽔ピタ  
 Ｂ．固まるフレコンバッグ 

技 術 名 ：Ａ．⽔で膨らむ吸⽔ポリマー⼟のう 
 Ｂ．⽔をかけると外袋がスレート並に硬化するフレコン 

技術や製品の概要 ：⽔ピタ ⼟を使⽤せず、⽔に浸すだけで体積が約 20 倍に
膨らみ、⽔害などからの浸⽔を防ぐ 

固まるフレコンバッグ ⼟砂等の中詰後、散⽔すれば 

スレート並に硬化しコンクリート構造物の代りになるので 
災害現場での耐⽤年数の⻑い防災材料として活⽤できる。

 
住所 ： ⼭⼝県宇部市中⼭ 1115-10 
URL ： http://www.nakamura-k.jp 
代表者 ： 代表取締役 中村 廣義 
担当者名：事業部⻑ ⽵内 茂⽣ 
電話 ： 0836-21-5252 
ＦＡＸ ： 0836-21-5759 
e-mail ： info@nakamura-k.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽔ピタ 約３分間⽔に浸すだけで、約 10kg〜25kg の
⼟のうが完成。⼟を使⽤しないため、都⼼部等
の台⾵やゲリラ豪⾬に素早く対応。また、使⽤
前は薄くて軽いため、保管性に優れ、持ち運び
も容易。平成 12 年の販売開始以来、⽇本国内
で累計 40 万枚以上の販売実績がある。東⽇本
⼤震災では、放射性汚染⽔の漏⽔対策としても
使⽤された。 

固まるフレコンバッグ 従来のフレコンと同様に袋内
に⼟砂を⼊れた後、⽔をかけるだけでスレート
並の強度で硬化する。従来のフレコン⼟のうは
強度や紫外線等により⻑期間の耐⽤は困難で
あるが、本製品は硬化したマットがコンクリー
ト構造物の代りになり⻑期間の耐⽤が実現で
きる。簡易な仮設⼯事でコンクリート構造物と同等の強度と⻑期耐⽤を実現でき、施⼯に伴う重機運転等
の CO2 排出量削減、省エネ、施⼯費の削減に貢献できる。 

優位性  

・緊急時に素早く対応できる 
・使⽤前は薄いため、省スペースで保管できる 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成11年 国⼟交通省新技術情報提供システム（NETIS）認定（⽔ピタ） 
� 平成17年 ⼭⼝県「新商品の⽣産により新たな事業分野の開拓を図る者」認定（⽔ピタ） 
� 平成18年 宇部市「新商品の⽣産により新たな事業分野の開拓を図る者」認定（⽔ピタ） 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

国内全域の⽔害発⽣場所 

 

導⼊実績  

・⽔ピタ：販売累計４０万枚以上 
・固まるフレコンバッグ：平成 29 年春販売予定 
 

⾼度化  

・海⽔でも膨らむ吸⽔ポリマー技術 
・セメント含浸マットの製造技術 

 

環境への貢献  

・⽔ピタ 真⽔に限らず海⽔でも膨らむため、東⽇本⼤震災 
では、放射性汚染⽔の漏⽔防⽌に貢献。 

・固まるフレコンバッグ セメント含浸マット製造技術を活⽤ 
したフレコンバッグを使⽤することで建設現場での省エネ、 
施⼯費の削減に貢献。 

 

今後の課題  

 現在、固まるフレコンバッグの国内販売に対応すべ
く、量産体制の充実並びに販売代理店の更なる拡充に
取り組んでいる。  

知的財産権等取得状況  

・⽔ピタ  特許取得 
・固まるフレコンバッグ 特許出願中 

企業概要  

創 業 年：昭和 37 年 1 ⽉ 17 ⽇ 
資 本 ⾦：4,000 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：・⼟⽊、建築⼯事の設計・施⼯ 
     ・環境関連製品の開発・製造・販売 

 

企業の環境への想い  

私たちは「想像から創造へ Nice 
Try！」を合⾔葉に、⼈の命を守る環
境防災製品を開発し、安全で環境に
配慮した製品・サービスを提供し、
地球にやさしい快適な街づくりに取
り組んでいます。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾼含⽔・⾼塩素含有汚泥のリサイクル技術』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：⾼含⽔・⾼塩素汚泥のリサイクル技術 
技 術 名 ：脱塩・分離・改質 施設 
技術や製品の概要 ：建設⼯事や⼯場などから排出される⾼含⽔汚泥や、塩素

を含んだ汚泥・燃え殻をセメント原料になるように脱
塩・分離し、ばいじん（⽯炭灰）により改質処理する。 

 
住所 ： ⼭⼝県周南市久⽶ 3078-1 
URL ： http://www.chutoku-g.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 橋本 ふくみ 
担当者名：総務管理部 久保 智 
電話 ： 0834-33-8685 
ＦＡＸ ： 0834-25-2856 
e-mail ： info@chutoku-g.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⾼含⽔・⾼塩素含有汚泥の「脱塩・分離・改質」処理技術 
『廃棄物×廃棄物＝再⽣資源』 
 当社では、建設⼯事や⼯場などから排出される汚泥をセメント
原料とするリサイクル事業に取り組んでいる。 

これまで、塩素濃度の⾼い汚泥や燃え殻は、セメント原料とし
ては適さず埋め⽴て処分されていた。そこで、当社ではこれらの
リサイクル技術の開発に着⼿。隣接する下⽔処理場から排出され
る処理⽔を⽤いて汚泥を洗浄することで「脱塩」に成功。さらに
「ばいじん（⽯炭灰）」を混合することで含⽔率を調整し、ふる
い分け・混合処理を経て、セメント原料にリサイクルしている。 

廃棄物である「汚泥」を、同じく廃棄物である「ばいじん」、
さらには処理⼯程において海域に放流する「下⽔処理⽔」を⽤い
て再資源化するという、「究極のリサイクル」を実現している。 

 

優位性  

⼭⼝県周南流域下⽔道浄化センターに隣接。当センターより弊社⼯場
内に海底配管を敷設し処理⽔を引き込むことで、豊富な処理⽔をリサイ
クルのために活⽤することができている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 27 年 3 ⽉ 「がんばる中⼩企業・⼩規模事業者 300 社」
選定（経済産業省・中⼩企業庁） 

� 平成 27 年 8 ⽉ 「環境 ⼈づくり企業⼤賞奨励賞」（環境省） 
（以上、統括会社である「㈱中特ホールディングス」において受賞） 

①搬⼊ ②⽔洗前 

  
③⽔洗処理 ④⽔洗後 

 
⑤⽯炭灰添加・改質処理（クローズドシステム） 

※写真右は、⽯炭灰添加後 

 
⑥篩分・混合施設にて成分調整 

 

セメント業者へ
出荷 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

建設⼯事や⼯場など、汚泥が排出される    
産業分野 

 

導⼊実績  

 処理能⼒ 306.8 ㎥/⽇ 
 

⾼度化  

汚泥のリサイクルプロセスにおいて、
「下⽔処理⽔」を活⽤することで、貴重
な⽔資源を無駄にしない取組みを可能と
した。また、含⽔率調整において、廃棄
物である「ばいじん（⽯炭灰）」を利⽤
することでリサイクル率のさらなる向上
を実現した。 
 

環境への貢献  

廃棄物の埋⽴処分量削減。リサイクルの推進。資源の有効活⽤。

今後の課題  

中特グループのリサイクル技術を広く PR し、お客様
の「ゼロエミッション」をトータルサポートする。リ
サイクル率 100%達成に向けて、難処理物のリサイク
ル技術開発に取り組む。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成元年 2 ⽉ 
資 本 ⾦：9,500 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：・産業廃棄物収集運搬業 

・産業廃棄物処分業 
・リサイクル事業 

 

企業の環境への想い  

当社は中特グループの⼀員として「⽣活環境⾰命で
⼈々を幸せにする」を企業理念・使命としております。 
限りある資源を⼤切にしながら、より良い環境を作り
育て、次世代へとつなぐために…これからも今までに
ない発想⼒と「⾰命」を起こす勢いで、⼈々に幸せを
お届けします。 

 



【本書のご利用に関する注意事項】 

◇ 掲載企業の選定にあたっては、公開されている資料や情報に基づき、調査請負先（株式

会社リベルタス・コンサルティング）が実施したアンケート調査等にご協力いただいた

事業者のうち、事例集に掲載を希望された情報を掲載しております。 

 【調査実施期間：平成２７年９月～平成２８年２月】 

 

◇ 掲載を希望されなかった事業者、調査のご協力が得られなかった事業者等については掲

載しておりません。 

 

◇ 本事例集の掲載内容については、事業者からご提供のあった情報をもとに作成、編集を

行っています。掲載の事業者に関するお問合せについては、直接事業者へお尋ねくださ

い。 

 

◇ 本事例集は取引上の与信を保証するものではありません。また、発行者は掲載されてい

る事業者情報に基づく利用者の一切の行為について、何ら責任を負うものではありませ

ん。 

 

◇ 本事例集の内容の一部又は全部を無断で転載することは禁止します。 

 
 
 
 

再発見！環境ビジネス 

～中国地域の取組事例集～ 
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経済産業省 中国経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 

〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 広島合同庁舎２号館 

ＴＥＬ：０８２－２２４－５６７６ ＦＡＸ：０８２－２２４－５６４８ 

ＵＲＬ：http://www.chugoku.meti.go.jp/ 

 

（調査請負先：株式会社リベルタス・コンサルティング） 

〒１０２－００８５ 東京都千代田区六番町２番地１４東越六番町ビル２階 

ＴＥＬ ０３－３５１１－２１６１ ＦＡＸ ０３－３５１１－２１６２ 

 
 

－ 120 －




