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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        
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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        
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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 
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従業者数 18 名 
 

連絡先  
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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 
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資本金 4,000 万円 
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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 
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ＦＡＸ 0826-57-0086 

メール k.sakamoto@ matsue-doken.co.jp 
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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        
  

技術・製品概要 17 
 

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      
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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：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      
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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      

         

  

技術・製品概要 23 
 

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       
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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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

－ 10 － 

 

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 
  

技術・製品概要 31 
 

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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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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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 
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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： 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 

      

 

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  
  

技術・製品概要 43 
 

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 

      

 

主な技術など：上層、下層路盤材 

広愛産業株式会社        

         

  

技術・製品概要 46 
 

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     

       

        

         

  

技術・製品概要 48 
 

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        

        

        

       

        

         

  

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
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
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（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       
 

67 技術・製品概要 
 

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 

   

        

         

  

技術・製品概要 68 
 

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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代表者 代表取締役  和田裕幸 
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広島県広島市安佐南区中須
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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
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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：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       

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 70 
 

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          

        

       

        

         

  

技術・製品概要 71 
 

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        

        

        

       

        

         

  

技術・製品概要 72 
 

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   

         

  

技術・製品概要 73 
 

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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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。 
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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   
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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 
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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：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    

        

       

        

         

  

技術・製品概要 83 
 

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         
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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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